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海老原 満

㸯㸬◊✲ࡢ┠ⓗ᪉ἲ
㸦㸯㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ┠ⓗ

㸦㸰㸧◊✲ࡢ᪉ἲ
Terra  WHEAP ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊࢥࣔࢫ࣭

ࢥࣔࢫ࣭ᅵࡢᘓ⠏㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨࡢᐃ⩏

ࣘࢿࢫࢥ➼ࢆ୰ᚰࡍࡿᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ᫂࡞Ⅼ

ࡼࢀࡤࠊᅵᘓ⠏㑇⏘ࡣࠕᮍ↝ᡂࡢ⢓ᅵ࣭ᅵࢆཎᮦ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊTerra ཧຍ⪅➼ࡽ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ

ᩱࡘࡃࡽࢀࡓᘓ⠏࣭⪃࣭ྂᩥⓗᬒほ㑇⏘࡛ࠖ࠶

㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠋ

ࡿࠋᅵᘓ⠏ࡢ≉㉁ࡣࠊ⎔ቃ᮲௳ࡼࡿຎࡀ㐍⾜ࡋ

᪥ᮏಙクᇶ㔠࣭CRAterre࣭GCI ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘

ࡸࡍࡃࠊᐃᮇⓗ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣᮌ

ᅜ㝿༠ຊࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊእົ┬࣭CRAterre࣭GCI

㐀ᘓ⠏ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅵᘓ⠏㑇⏘ࡢಖᏑ

➼ࢆ୰ᚰࡍࡿᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ᫂࡞Ⅼࡘ࠸࡚

㛵ࡍࡿᐇ㊶ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ        ࡣࠊ
 ᪥ᮏಙクᇶ㔠ᴗཧຍ⪅
           GCI
 㛵ಀ⪅➼ࡽ⪺
2014 ᖺ➨ 38 ᅇୡ⏺㑇⏘ጤဨ࡛ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࣭

ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠋ

ኳᒣᅇᗯࡢ㐨㊰⥙ࡢⓏ㘓ࡀỴᐃࡋࡓࠋᚋࢩࣝࢡࣟ
࣮ࢻୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡀࠊ㡰ḟࠊ୰ኸࢪ࣭すࢪ

㸰㸬7HUUD  :+($3

ᘏ㛗ࡉࢀࠊࡑࡢࡢᆅᇦ࡛ࡶᅵᘓ⠏ࡢୡ⏺㑇⏘

㸦㸯㸧7HUUD ࡢṔྐ່࿌ࡢព⩏

ࡀቑຍࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋࡶࠊእᨻ⟇ࡋ࡚

Terra ࡣࠊ1972 ᖺࡽ 2012 ᖺࡲ࡛ᩘᖺ࠾ࡁ 11

୰ኸࢪ࣭すࢪᅵᘓ⠏㑇⏘ࡢ᪥ᮏࡢᅜ㝿༠

ᅇ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆟ࡢྡ๓࣭ദ࣭༠ຊ㐃ᦠ࣭

ຊ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㛤ദᆅ࣭㏻⛠➼ࡢኚ㑄ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠊࡁࡃ 3 ᮇ

୰ኸࢪ࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᅜ㝿༠ຊࢆእⓗᡂ
ຌࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊᅜ㝿ⓗὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆ
ᡓ␎ⓗㄪᰝࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᚋࡢ᪉㔪⟇ᐃ᭷ຠ࡞
▱ぢࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅜ㝿ⓗὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ CRAterre㸦࣭ࢢࣝࣀ࣮ࣈࣝ
ᅜ❧ᘓ⠏Ꮫ࣭ᅵᘓ⠏◊✲ᡤ㸧 GCI㸦The Getty
Conservation Institute㸸⡿࣭ࢤࢵࢸಖᏑ◊✲ᡤ㸧
ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ࡢᅜ㝿༠ຊ㛵ࡍࡿᴗࢆྲྀࡾୖ

ศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨ 1 ᮇ㸸1970 ᖺ௦ࡽ 80 ᖺ௦༙ࡤࠊ➨ 1㹼4 ᅇ
᪥ᖸࡋ↢⎰ᘓ⠏ಖᏑ୰ᚰ࡛ࠊࢥࣔࢫᑟ
 ྡ๓ࡣ Mudbrick (Adobe)ࠊദࡣࢥࣔࢫ୰ᚰࠊ
㛤ദᆅࡣすࢪ୰ᚰ

➨ 1 ᅇ Terra㸦1972㸧࡛ࡣࠊ31 ேࡢᑓ㛛ᐙࡢᡭ
ࡼࡗ࡚ࠊᅜ㝿ⓗึࡵ࡚ࠊ㔜せ࡞່࿌ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ
➨ 4 ᅇ Terra㸦1983㸧ࡢព⩏ࡣᅵᘓ⠏ಖᏑࡢ㞟୰

ᘧྡ㸸The World Heritage Earthen Architecture

ᩍ⫱◊ಟ࡛࠶ࡾࠊ່࿌ࡀ CRAterre ࡢᩍ⫱㒊㛛タ
❧ CRAterre࣭ࢡ࣒ࣟ㸦ᚋࡣ GCI ୕⪅㸧ࡢ
ඹྠᴗ PAT ⤖ᐇࡋࡓࠋ༡⡿࣭࣮࣌ࣝࡢࢳࣕࣥ
ࢳࣕࣥ㑇㊧ࡸࣇ࣭࣐ࣜ࢝ࣜࡢࢪ࢙ࢿ࡞ࡀ㞟୰
◊ಟࡢᣐⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ

Programme ௨ୗࠕWHEAPࠖ㸧ࡀᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓᙺ

➨ 2 ᮇ㸸80 ᖺ௦༙ࡤࡽ 2000 ᖺ௦༙ࡤࠊ➨ 5㹼9 ᅇ

ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊࣘࢿࢫࢥᩥ㑇⏘ಖᏑ᪥ᮏಙ

᪥ᖸࡋ↢⎰ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅵ▼ᮦ࣭ᮌᮦࡢ

クᇶ㔠㸦௨ୗࠕ᪥ᮏಙクᇶ㔠ࠖ㸧࣭CRAterre࣭GCI

ΰ⏝ᅵᘓ⠏⯡ࡢಖᏑࡢᣑࡀࡾ

ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ᅜ㝿༠ຊᴗࢆẚ㍑࣭ศᯒ࣭ホ౯

ྡ๓ࡣ Earthen Architecture ኚ᭦ࠊࢡࣟ

ࡆࡿࠋ᪥ᮏࡢᅜ㝿༠ຊᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊつᶍࡢࡁ
ࡉࡽ᪥ᮏಙクᇶ㔠ࢆᢅ࠺ࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊᅵᘓ⠏㑇⏘㛵ࡍࡿᅜ㝿ᑓ㛛ᐙ㆟㸦௨
ୗࠕTerraࠖ㸧ࣘࢿࢫࢥࡼࡿಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ṇ

ࡋࠊ᪥ᮏࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ᅜ㝿༠ຊࡢᨻ⟇ᥦゝࢆ

࣒࣭CRAterre࣭GCI ࡢඹദ

┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㛤ദᆅࡣḢ⡿ᣑࡀࡾ㏻⛠ Terra ࡋ࡚ᬑཬ

Ꮫㄽᩥ᱾ᴫ㞟 㻞㻜㻝㻠㻌
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➨ 5 ᅇ Terra㸦1987㸧࡛ࡣࠊ㆟ཧຍࡋࡓᑓ
㛛ᐙࡀࠊಖᏑಟ➼㛵ࡋ࡚⮬ࡽ㈐௵ࢆㄢࡋࠊ
⮬ࡽᐇ⾜ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ

 ࢧࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡢᅇ⟅ࢆ㸱ࡘᩚ⌮ࡋࠊᅜ㝿

➨ 3 ᮇ㸸2000 ᖺ௦༙ࡤࠊ➨ 10 ᅇ௨㝆

ࡽ(Ѐ)ࡢ᳨ウ㡯┠ࡋ࡚⏝ࡍࡿࠋ

ᩥⓗᬒほࢆྵࡴᅵᘓ⠏㑇⏘࣭↓ᙧᩥ㑇⏘

࣭◚ቯࠊ✼┐࡞ࡢἲ⾜Ⅽ ࣭ᨺᲠ
༠ຊࡢᥦゝ⤖ࡧࡅࡿࡓࡵࠊࢽ࣮ࢬࢆ(ϸ)
<ࢽ࣮ࢬ>
ձ ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ಀ㸸⟶⌮ィ⏬ࡢసᡂ࣭᭦᪂⟶⌮⬟  

ࡉࡽ࡞ࡿᣑ
ྡ๓ࡣ Earthen Architectural Heritage ኚ᭦
㛤ദᆅࡣࣇࣜ࢝ࡶᣑࡀࡾࠊୡ⏺࡛㛤ദ
㸦㸰㸧:+($3 ᅵᘓ⠏㑇⏘┠㘓
WHEAP ࡣࠊୡ⏺୰ࡢᅵᘓ⠏ಖ⟶⌮≧ἣࡢᨵၿ

ຊྥୖ
㸦ϸ㸧ேᮦ⫱ᡂ 㸦Ϲ㸧⟶⌮ィ⏬
㸦Ϻ㸧ἲᩚഛ  㸦ϻ㸧ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ղ ಖᏑಟᢏ⾡㛵ಀ㸸ಖᏑಟ࣭⌧ሙࡢᢏ⾡ຊ    

ࢆ┠ⓗࠊḟࡢࡼ࠺ಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡣࡌࡵࡓࠋ
‽ഛᮇ㛫 Phase 1 (2007㹼2008)
ヨ⾜ᮇ㛫 Phase 2 (2009㹼2011)
ᑐ㇟ᆅᇦ㸸ࣇ࣭ࣜ࢝ࣛࣈㅖᅜ

ྥୖ  
㸦ϼ㸧ಖᏑ 㸦Ͻ㸧タタഛ 㸦Ͼ㸧ᢏ⾡ྥୖ
ճ ᆅᇦ♫㛵ಀ㸸ᆅᇦఫẸࡢ⌮ゎၨⓎᆅᇦ㛤Ⓨ   
㸦Ͽ㸧⌮ゎၨⓎ 㸦Ѐ㸧ᆅᇦ㛤Ⓨ

ᐃ╔ᮇ㛫 Phase 3 (2012㹼2014)
ᑐ㇟ᆅᇦ㸸 ୰༡⡿࣭୰ኸࢪ
2012 ᖺ 12 ᭶ 17࣭18 ᪥ࠊࣃ࣭ࣜࣘࢿࢫࢥᮏ㒊࡛
240 ேࡢᑓ㛛ᐙࡀཧຍࡋࠊࣘࢿࢫࢥࡀ᭱ึࡢୡ⏺ᅵ

㸱㸬᪥ᮏಙクᇶ㔠࣭&5$WHUUH࣭*&, ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘
ᅜ㝿༠ຊᴗ
㸦㸯㸧᪥ᮏಙクᇶ㔠ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ᅜ㝿༠ຊᴗ

ᘓ⠏㑇⏘ࡢಖᏑ㛵ࡍࡿᅜ㝿㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࡢ

᭱ึࡢಖᏑಟᴗ࡞ࡗࡓࢿࣃ࣮࣭ࣝ࢝ࢺ࣐ࣥ

ᡂᯝࡀࠊEarthen architecture in today’s world 
ࡋ࡚ࡲࡵࡽࢀࠊࣘࢿࢫࢥࡼࡾ 2013 ᖺⓎหࡉࢀ
ࡓࠋ

ࢬ㇂ࠊ୰ኸࢪ࣭すࢪࡑࡋ࡚ᐇ㝿㊊ࢆ㐠

ᡂᮇ㛫 Phase 4 (2014㹼2017)

ࡋ࡚ࠊἙᨾᇛࡑࡋ࡚୰ኸࢪ࣭すࢪࡢ௳

ᑐ㇟ᆅᇦ㸸 ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭ࢪ

ࢇ࡛ㄪᰝࡋࡓࣥࢥ࣮ࣝ㑇㊧Ἑᨾᇛࡢᐇ௳
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢಖᏑ㈨ࡍࡿሗ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᑐ

ᅵᘓ⠏㑇⏘┠㘓㸦௨ୗࠕ┠㘓ࠖ
㸧ࡣࠊCRAterre 

⟇ࢆㅮࡌࠊఱࡀㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࢆ୰ᚰ

ࡼࡗ࡚⦅㞟ࡉࢀࠊ2012 ᖺ 4 ᭶ࣘࢿࢫࢥࡼࡾⓎหࡉࢀ

ᴗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢽ࣮ࢬᑐᛂࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊἙ

ࡓࠋ150 ࡢୡ⏺ᅵᘓ⠏㑇⏘ࡣࠊࣇ࣭ࣜ࢝ࣛࣈ࣭

ᨾᇛಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆヲ㏙ࡍࡿࠋ

ࢪ࣭୰༡⡿ከ࠸ࠋ᪥ᮏࡢᅵᘓ⠏㑇⏘ࡣ 7 ௳࡛ࠊ

㸦ϸ㸧ࢿࣃ࣮࣭ࣝ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ㇂

≉ᚩࡣࠊᅵቨ࣭ᅵሟ࣭ኳᒇ᰿⎰ࡢ㛫ࡢ⢓ᅵᅵ

96 ࢻࣝࡢண⟬࡛࢝ࢺ࣐ࣥࢬ㇂ᑐࡍࡿ᪥ᮏ

࠶ࡿࠋ2014 ᖺ⌧ᅾࡢ༴ᶵ㑇⏘ 46 ࡢ࠺ࡕ 12 ࡀᅵᘓ

ಙクᇶ㔠ᴗ(1991㸫97)ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋᩥᗇࡣࠊ

⠏㑇⏘࡛࠶ࡿࠋ

Ώ㎶ᙪᩍᤵࢆࡣࡌࡵࡍࡿ᪥ᮏᕤᴗᏛࡢ༠ຊࢆ

㸦㸱㸧ᅵᘓ⠏㑇⏘ಖᏑ㛵ࡍࡿ⬣ጾࢽ࣮ࢬ

ᚓ࡚ࠊ⌧ᆅᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡍࡿᢏ⾡༠ຊࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

CRAterre࣭ICOMOS-ISCEAH࣭ୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࡞ᑐ㇟ࡣࠊ໙㓄ᒇ᰿ࢆ⊂≉ࡢ⎰࡛

࣮ࡀࠊ┠㘓ࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂ࣭㞟ィ࣭ศᯒࡋࡓࠋ

ⵌࡁࠊ↢⎰ቨᮌ᙮ࡾࡢ❆ࢆධࢀࡓࢿࣃ࣮ࣝࡢఏ⤫

ᅵᘓ⠏㑇⏘ᑐࡍࡿ⬣ጾࡣࠊ㸱ࡘศ㢮࡛ࡁࡿࠋ

ⓗᵝᘧ࡛ࡘࡃࡽࢀࡓࣃࢱࣥ Patan ⋤ᐑ๓ᗈሙࡳࡽ

ձ እⓗせᅉ㸸⮬↛ຎ࣭Ẽೃኚືᑐᛂࡍࡿ㈨

ࢀࡿ⋤ᐑᘓ⠏࡛࠶ࡗࡓࠋ17 ୡ⣖ᘓ❧ࡉࢀࡓ⋤ᐑᘓ

    㔠࣭ᢏ⾡㊊      

⠏ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࢫࣥࢲ࣭ࣜࢳ࣮ࣙࢡཬࡧ࣐࣭ࣝࢳࣙ

࣭⮬↛ຎ ࣭ᢏ⾡ࠊ㈨㔠㊊  ࣭Ẽೃኚື

࣮ࢡࡘ࠸࡚ࠊ㑇㊧ࡢヲ⣽グ㘓ࠊᔂቯཎᅉࡢศᯒࠊ

ղ ♫ⓗせᅉ㸸ࣥࣇࣛᩚഛక࠺ởᰁࡸ⏕ά  ಖᏑィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ࡢኚ             㸦Ϲ㸧࣭ࣛࣥࢳ࣭ࣙ࢞ࢨࣥࣅ࣮ࣝ &KRJKD=DQELO
  ࣭ࣥࣇࣛᩚഛ ࣭⏕άᵝᘧࡢኚ
࣭ᡤ᭷⪅ࡢኚ᭦ ࣭ởᰁ
ճ ෆⓗせᅉ㸸㑇⏘౯್ࡸಖᏑᢏ⾡㛵ࡍࡿㄆ㆑
㊊࣭⟶⌮ィ⏬ࡢഛ
࣭㑇⏘౯್ࡢㄆ㆑㊊ ࣭⟶⌮⬟ຊࡢḞዴ
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学位論文梗概集 2014

 1995 ᖺࣛࣥᩥ㑇⏘ᶵᵓࠊ᪥ᮏಙクᇶ㔠ࠊ
CRAterre ࡢ༠ຊࡢୗ⤌⧊ࡉࢀࡓࣘࢿࢫࢥ࣑ࢵࢩ
ࣙࣥࡀࠊಖᏑᥦࡢࡓࡵ 2 ᭶ 11 ᭶ࡢ 2 ᗘ⌧ᆅ
ὴ㐵ࡉࢀࡓࠋ➨୍ḟㄪᰝࡣࠊࣛࣥഃࡢཷࡅධࢀ
యไࢆྵࡵࡓࠊ㑇㊧ࡢಖᏑ࣭ಟศ㔝࠾ࡅࡿ༠ຊ
㻿㼡㼙㼙㼍㼞㼕㼑㼟㻌 㼛㼒㻌 㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌 㼀㼔㼑㼟㼑㼟㻌 㻞㻜㻝㻠

ࡢྍ⬟ᛶ㑇㊧ࡢ⌧≧ᢕᥱࢆ┠ⓗࠊᒸ⏣ಖⰋࡼ

㸦ϼ㸧࣭ࣛࣥࣂ࣒

ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ➨ḟㄪᰝࡣࠊィ⏬᭩సᡂᚲせ࡞

᪥ᮏࡣࠊᆅ㟈ᚋࠊ ࢻࣝࡢ⥭ᛴᨭࢆ⾜࠺

㈨ᩱࡢ㞟ࠊ㑇㊧ࡢ⌧≧ᢕᥱࠊಖᏑಟィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ

ࡶࠊᑓ㛛ᐙὴ㐵࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ➼ࡢᨭࢆ

ࣛࣥഃཷࡅධࢀయไࡢ☜ㄆᐇ⬟ຊࡢᢕᥱࢆ┠

⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥እົ┬ࡀᨭຓࢆ

ⓗࠊᒸ⏣ಖⰋ࣭Ώ㑓㑥ኵ࣭ᒣෆஓཬࡧ CRAterre

Ỵᐃࡋࠊ㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㆟ࢆ㛤ദ

ࡢ࣮࣭࢘࣋ࣝࢠࣚࡽࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ

ࡋࡓࠋ ᭶ 㹼 ᪥➨  ḟࣘࢿࢫࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥᇸ

⥭ᛴಖᏑᑐ⟇ࡢࡓࡵྥࡇ࠺ 5 ᖺ㛫ࡢ࢞ࢻࣛ

⋢ᏛΏ㑓㑥ኵᩍᤵࡽࡀཧຍࡋࡓࠋ ᭶ 㹼 ᪥

ࣥࢆࡘࡃࡾࠊ1998 ᖺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ᭱

ࣛࣥࡼࡾᩥ㑇⏘⯆ࡢᢸᙜ⪅  ྡࡀ᮶᪥ࡋࡓࠋ
᭶

ඃඛ㡯ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴಖᏑᑐ⟇ࠊಖᏑ᪉ἲㄪᰝᮦ

㹼 ᪥➨㸰ḟࣘࢿࢫࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥᒸ⏣ಖⰋࡀཧ

ᩱᐇ㦂ࠊࣛࣥேᑓ㛛ᐙࡢ◊ಟࡀᐇࡉࢀࡓࠋ

ຍࡋࡓࠋ ᭶ 㹼 ᪥ࢥࣔࢫࡼࡾࣂ࣒࣭࣮࣡ࢡ

ࣛࣥࡢᘓ⠏ᐙ Mohammad Hassan Talebian ༤
ኈࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࢆ 3 ࡘᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ◊✲ᣐⅬࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղ 㛗ᮇⓗ࡞ಖᏑィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊࣛࣥᅜෆ 45
ࢧࢺࡢࣔࢹࣝ࡞ࡗࡓࠋ
ճ ࣘࢿࢫࢥࡸ CRAterre ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᅜ
㝿༠ຊࡼࡿ㐃ᦠࡀ☜❧࡛ࡁࡓࠋ
㸦Ϻ㸧࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱ࣭ࣥࣇ࣮ࣕࣖࢬ࣭ࢸࣃ㑇㊧
ࣘࢿࢫࢥ࣭ࢱࢩࢣࣥࢺົᡤࡣࠊ▮㔝அࡸ

ࢩࣙࢵࣉࡀ㛤ദࡉࢀࠊ ᭶  ᪥ࢥࣔࢫࡼࡿୡ⏺
㑇⏘Ⓩ㘓᥎⸀ࢆཷࡅ࡚ࠊ ᭶  ᪥ୡ⏺㑇⏘ጤဨ࡛
Ⓩ㘓ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
6H\HG+DGL$KPDGL5RLQL +LVWRULFDO0RQXPHQWV
DQG6LWHV5HVHDUFK,QVWLWXWH ࡼࢀࡤࠊᙜึணᐃ
ࡢ㟈⅏⯆ඖィ⏬ࡣணᐃ㏻ࡾ⤊ࡋࡓࠋ
ձ 㑇㊧ࢆಖᏑࡋࠊ≉ほග⪅ࡽせሰࡢࢲ࣓
࣮ࢪࢆ㜵ࡄࡇ
ղ Ᏻ㓄៖ࡋࡓㄏᑟෆィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ

CRAterre ࡽࡢᑓ㛛ᐙࢆᣍࡁࠊ2002 ᖺࡽ㑇㊧

ճ ᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

యࡢಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢಟࡣࠊሪ

մ ᑓ㛛ᐙࡢࡓࡵせሰࡢࢡࢭࢫࢆᐜ᫆ࡍ

ࢆࢻ࣮࣒ᆺ↝ᡂ↢⎰࡛そ࠸ࠊࡑࡢࡢቨࡶ᪥ᖸࡋ

ࡿࡇ

↢⎰࡛ಟࡋࠊቨࢆ୍ᐃࡢ㧗ࡉ࡛ษࡾࡑࢁ࠼ࡓࠋ㛗

յ ࡀࢀࡁ᧔ཤ๓Ꮫ⩦㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ

ᮇࢃࡓࡾ㢼㞵ࢆ㜵ࡆࡿࡇࡽ⟶⌮ࡀ⡆༢࡛࠶ࡿ

ն ᪩ᛴ⎰♟ࢆ᧔ཤࡋせሰࢆ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࡇࡀ㛗ᡤ࡛࠶ࡿࠋ▷ᡤࡣࠊ㑇㊧ࡢ㉁ឤ࣭ᬒほࡀኚ

ᐖ㛵ಀ⪅ࡽࡢᅽຊࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ

ࢃࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ

շ ᆅඖఫẸࡢࣔࣛࣝࢆ㧗ࡵࡿࡇ

 ࡑࡢࠊ◊ಟ࣭ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࣭

ո ⮬↛⅏ᐖᚋࡢಖᏑィ⏬సᡂࡢࣔࢹࣝࢆᥦ౪ࡍ

ࢧࢺ࣑࣮ࣗࢪ࣒ᘓタ࣭㑇⏘ಖㆤほග㛤Ⓨࡀ୧
❧ࡍࡿ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥసᡂ࡞ࡀᐇࡉࢀࡓࠋ

ࡿࡇ
Ώ㑓㑥ኵ{㸦㸸㸧ࡣࠊࡇࡢⅬࡢ㑇㊧ಟ࣭

㸦ϻ㸧࢝ࢨࣇࢫࢱ࣭ࣥ࢜ࢺ࣮ࣛࣝ㑇㊧ 2WUDU7REH

ಖࡢᅜ㝿༠ຊࡢㄢ㢟ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥᨻᗓࡶ⮬ᅜࡢᑓ㛛

ೃ᮲௳࡛ࠊᏘ⠇ࡼࡾ㧗࠸‵ᗘ࣭ከ㔞ࡢ㞷࣭㢼

ࠕ⥅⥆ⓗ࡞ὶࡣᏛࡸᏛ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚⤌⧊ⓗ
⾜࠸ࠊࡲࡓᑓ㛛ᐙࢆ⫱࡚ࠊ㑇㊧ಟ࣭ಖಀࡿ
ሗࢆ✚ࡍࡿ㸦୰␎㸧ࣇࣛࣥࢫࡣఏ⤫ⓗࣛࣥ
࡞ࡢ⇱ᆅᇦࡢ㑇㊧ಟከࡃࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡾࠊᑓ
㛛ᐙࡶከࡃࠊᐇ㦂⤖ᯝࡢゎ㔘ࡸࡑࢀᇶ࡙ࡃᐇ㝿ࡢ
ಟసᴗࡢ❧ࡸᣦᑟࡀຠᯝⓗ࡛ࡁࡿ㸦୰␎㸧᪥
ᮏ࡛ࡣ᪥ᖸࡋ↢⎰࡞ࡢᮦᩱ≀ᛶࡸࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓ
ᕤ㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ✚ஈࡋࡃࠊᑓ㛛ᐙࡶᑡ࡞
࠸ࠋࡇࡢⅬࢆࡢࡼ࠺ඞ᭹ࡋ࡚ࡺࡃࡀࠊᚋࡢ
⇱ᆅᇦࡢ㑇㊧ಟ࣭ಖࡢᅜ㝿༠ຊ࡛ࡣࡁ࡞ၥ
㢟⪃࠼ࡿࠖ

㞵ࡶ࠶ࡾࠊᔂቯࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊᶆ‽ⓗᢏ⾡ࡣ

㸦Ͻ㸧ࣥࢥ࣮ࣝ㑇㊧

㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 ᪥ᮏಙクᇶ㔠ᴗࡢ࡞࡛ࡣࠊ᭱ࡢண⟬つᶍ

ᐙࠊᢏ⾡⪅ࠊ㑇㊧⟶⌮⥔ᣢࡢࡓࡵࡢேᮦࢆᥦ౪ࡋࠊ
ㄪᰝ࣭ಖᏑᥐ⨨࣭ேᮦ⫱ᡂ࣭࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡋ࡚࢝ࢨࣇࢫࢱ
ࣥ⪃ྂᏛ◊✲ࡢ➨୍ே⪅ᡂ㛗ࡋࡓ୍ேࡀࠊࢻ࣑ࢺ
࣭ࣦ࢛࣮ࣜࣖ࢟ࣥ Dmitriy Voyakin ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ᪥ᖸࡋ↢⎰ᅵ࡛࡛ࡁࡓ࢜ࢺ࣮ࣛࣝࡢ㒔
ᕷࡢಖᏑࡣࠊࡘࡢ≉Ṧ࡞ᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡀ᪥࡛ࡶ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ኟࡣ 50 ᗘࠊࡣ㞽ୗ 20 ᗘࡶ࡞ࡿཝࡋ࠸Ẽ

ղ ࢜ࢺ࣮࣭ࣛࣝ࢜ࢩࢫࡢᕧつᶍ㑇ᵓࡢࢫ
ࢣ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
Ꮫㄽᩥ᱾ᴫ㞟 㻞㻜㻝㻠㻌

ࡘ᭱㛗ᮇ㛫࡛⌧ᅾ࡛ࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௳࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᅜ㝿ㄪᩚጤဨ㸦௨ୗࠕICCࠖ
㸧ὀ
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┠ࡋࡓ࠸ࠋICC ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡀ୍ᇽࡋࠊ᪥ࡀඹ

ճ ἲᩚഛࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜ㄆሗࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠕ✵
ḍࠖ

ྠ㆟㛗࡞ࡾࣘࢿࢫࢥࣉࣀࣥ࣌ࣥົᡤ࡛㛤ദࡉࢀ
ࡿࠋࣥࢥ࣮ࣝ㑇㊧ࡣࠊᅜ㝿༠ຊᴗ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ

մ グ㘓ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪃ྂㄪᰝ࣭ᚤẼ㇟ほ ࡀ࡞
ࡉࢀࡓࡢ࡛ A

࠸ࢃࢀࡿࠊ᪥ᮏࢆࡣࡌࡵ࣭ఀ࣭⡿࣭༳࣭୰࡞
ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡢྛᴗࡢᑂ㆟࣭ᢎ

յ ಖᏑࡘ࠸࡚ࡣࠊಟ⌮࣭ᩚഛࡉࢀࡓࡢ࡛ A

ㄆࡀ㔜せ࡞ࡿࠋࡇࡢ ICC ᪉ᘧࡣࠊࣂ࣮࣑࡛ࣖࣥࡶ

ն タタഛࡘ࠸࡚ࡣࠊయࢆ୍➹࡛ᅇࢀࡿぢ
 Ꮫ㊰࣭ࢃࡾࡸࡍ࠸ゎㄝ➼ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ AA

᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦Ͼ㸧୰ᅜ࣭Ἑᨾᇛ

շ ᢏ⾡ྥୖࡘ࠸࡚ࡣࠊಟ⌮࣭ಖᏑࢆ㏻ࡋ࡚ࢽ
࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡢ࡛ A

ಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮳ࡿ⤒㐣ࡣࠊ1992 ᖺࠊᩥ
ᗇグᛕ≀ㄢ⏣୰ဴ㞝࣭ዉᩥ◊⏫⏣❶ࡀ⌧ᆅゼၥࡋࠊ

ո ⌮ゎၨⓎࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜ㄆሗࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠕ✵

ࡉࡽ 1992 ᖺ 11 ᭶▮㔝அࡀ⌧ᆅㄪᰝࢆࡋࡓࠋ
100 ࢻࣝࡢண⟬࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ

ḍࠖ
չ ᆅᇦ㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜ㄆሗࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠕ✵
ḍࠖ

ᐇᕤࡢᴫせࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ቨ㠃ࡢᔂⴠ㜵Ṇࡣᕤᐇ㦂ࡽ㛗ᮇⓗᩚഛ

 ᪥ᮏಙクᇶ㔠ࡣࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡸ⪃ྂ㑇㊧ࡢಖᏑ

ղ すᑠᑎ㝔(ᅵᵓ㐀≀)ࡢಟ㸸࢝ࣝࢩ࣒࢘⤖᰾

ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕ(ϼ)ಖᏑࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢧࢺ࣐

ࢆῧຍࡋࡓ⢓ᅵࡼࡿ⿵ᙉ
ճ すᑠᑎ㝔ࡢඖᒎ♧

⌧ሙࡢࠕ(Ͼ)ᢏ⾡ྥୖࠖࡀᅗࡽࢀࠊ
ࠕ(ϻ)グ㘓࣭ࢻ࢟ࣗ

մ ሐ㜵ᕤ㸸ᮾഃሐ㜵 1/3

࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ≉㛗࡛࠶

յ ᅬ㊰ᩚഛ㸸ࡴࡸࡳ㑇㊧ࡢ୰ධࡽ࡞࠸ࡼ࠺

ࡿࠋࡲࡓࠊࣥࢥ࣮ࣝ㑇㊧࠾ࡅࡿᅜ㝿ㄪᩚጤဨ

ㄏᑟࠊ1994 ࡢ้༳

ࡣࠊICC ᆺࡋ࡚ࡢࢧࢺ࡛ࡶࣔࢹࣝࡉࢀ࡚࠸

ն 㔝እᒎ♧࣭ෆタᩚഛ

ࡿࠋ

շ ░═ྎࡢᔂⴠ㜵Ṇ㸸᪂ഃࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᨭಖ

 ࡋࡋࠊἲᩚഛࡸᆅᇦ㛤Ⓨࡢᨭࡣㄢ㢟ࡀ࠶

ᕤࢆぢ㏦ࡾ
ߎ ࣮࣋ࢫ࢟ࣕࣥࣉࡢタ⨨㸸ࢺࣝࣇࣥ༤≀㤋ࡢ
⑧
ᩜᆅタᘓタ
㸦Ͽ㸧᪥ᮏಙクᇶ㔠ᴗࡢࢽ࣮ࢬ᳨ウࡑࡢ≉㛗

ࡿࠋ᪥ᮏಙクᇶ㔠ࡣࠊ㑇㊧ࡸᘓ⠏≀ࡢ࿘㎶࠾ࡅࡿ
༤≀㤋ࡢᘓタࠊᩥほග㛤Ⓨࢆ┠ⓗࡋࡓタࡢᘓ
タ࡞ࡣཎ๎ࡋ࡚ᇶ㔠ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ␃
ពࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ᳨


㸦㸰㸧&5$WHUUH ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ᅜ㝿༠ຊᴗ

ウ㡯┠ࡣࠊ┠㘓ࡢࢽ࣮ࢬ(ϸ)ேᮦ⫱ᡂ(Ϲ)⟶⌮ィ⏬

㸦ϸ㸧&5$WHUUH ࡢᴫせ㸦┠ⓗ࣭Ṕྐ➼㸧

ᅜ㝿༠ຊ࡛ࡣࠊ┦ᡭᅜㄪᰝ࣭ࢽ࣮ࢬࢭࢫ࣓ࣥࢺ

(Ϻ)ἲᩚഛ(ϻ)グ㘓࣭ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(ϼ)ಖᏑ

CRAterre ࡣ⌧ᅾ 50 ᅜ࡛άືࡋࠊ࡞άືࡣࠊ

(Ͻ)タタഛ(Ͼ)ᢏ⾡ྥୖ(Ͽ)⌮ゎၨⓎ(Ѐ)ᆅᇦ㛤Ⓨ

ᅵᘓ⠏㑇⏘ࡢಖᏑ࣭⥔ᣢࠊᘓ⠏⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᇶ♏ࡢయ

ࡢ㸷ࡘ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗࡣᅜ㝿༠ຊ┦ᡭᅜࢆᑐ㇟

⣔ࠊఫ⎔ቃᨵၿ࡛࠶ࡿࠋ

ࡍࡿࡀࠊ᪥ᮏഃࢆྵࡴሙྜࡶ࠶ࡿࠋᴗෆᐜࢆ᳨ウ

Ⓨ㊊ࡣࠊ1973 ᖺࡢୡ⏺ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮༴ᶵࢆዎᶵ

ࡋࠊࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡏࡤ Aࠊඃࢀࡓࡀ࠶ࢀࡤ AAࠊ

ࡋࠊ1979 ᖺᅵᘓ⠏ࡢㄪᰝ◊✲࣭ಟ࣭ᘓタࡢࡓࡵࡢ

࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ࡞ࡽࡤ AAA ࡋࠊ᳨ウࡍࡿ㈨ᩱࡣࠊ

◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ࣮࢘ࢦ࣭࣮࢘࣋ࣥ Hugo Houben,

ᴗሗ࿌᭩࣭⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ➼ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡀ

Patrice Doat ࡽࡀタ❧ࡋࡓࠋ1981 ᖺࡣࠊ㡿࣐

༑ศ࡞ሙྜࡣࠊእົ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ⪃ࡋࡓࠋ

ࣚࢵࢺᓥ࣭ᅽ⦰ᅵࣈࣟࢵࢡබඹᘓタᴗࢆ㛤ጞࡋࠊ

2013 ᖺ 9 ᭶➹⪅ࡀ⌧ᆅㄪᰝࡋࠊࡘࠊ2014 ᖺ

㸰ᡞࡢ࣮ࣟࢥࢫࢺࣁ࢘ࢪࣥࢢ 100 ேࡢ㞠⏝ࢆ

9 ᭶ᴗཧຍࡋࡓ▮㔝அࡽ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋ
ࡓࡢ࡛ࠊලయⓗᴗࡋ࡚ࠕἙᨾᇛಖᏑࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠖࢆྲྀࡾୖࡆࠊᩚ⌮࣭ศᯒ࣭ホ౯ࡍࡿࠋ
ձ ேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ⪃ᐹ࣭ᒎ♧ࢆ㏻ࡋ
࡚ࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡢ࡛ A
ղ ⟶⌮ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊἙᨾᇛಖᏑᩚഛ࣐ࢫ
ࢱ࣮ࣉࣛࣥࡀసᡂࡉࢀࡓࡢ࡛ A
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ฟࡋࡓࠋ
1984 ᖺࡣࠊᅵᘓ⠏ࢆ᪥ⓗㄢ㢟ゎỴᙺ❧࡚ࡿ
ࡓࡵࠊᩍ⫱㒊㛛㸦ᢏ⾡⪅㣴ᡂ࣭ᬑཬ㸧ࡀタ❧ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ࡛ࡁࡓࡢࡀࠊ2 ᖺ㛫ࡢ࣏ࢫࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࢥ
࣮ࢫ DsA ࡛࠶ࡿࠋ
1986 ᖺࡣࠊࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜ㒊㛛ࡀタ❧ࡉࢀࠊᅵࡢ
≉ᛶศᯒ࣭ୡ⏺ྛᆅࡢᅵࡢࢧࣥࣉ࣭ࣝᘓᮦࢧࣥࣉࣝ
㻿㼡㼙㼙㼍㼞㼕㼑㼟㻌 㼛㼒㻌 㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌 㼀㼔㼑㼟㼑㼟㻌 㻞㻜㻝㻠

࠸࠺ྛ✀ศᯒヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ1987 ᖺ➨ 5 ᅇ

࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞⥅⥆ಖド

௨㝆 Terra ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ1989 ᖺ



ࡣࠊࠗᅵࡢᘓ⠏⥲ぴ࠘ⱥヂ Earth Construction: a

㸦㸱㸧*&, ࡼࡿᅵᘓ⠏㑇⏘ᅜ㝿༠ຊᴗ 

comprehensive guide㸦1994㸧ࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ϸ㸧*&, ࡢᴫせ㸦┠ⓗ࣭Ṕྐ➼㸧

㸦Ϲ㸧ᩍ⫱㒊㛛࣏ࢫࢺ࣐ࢫࢱ࣮ࢥ࣮ࢫ 'V$

GCI ࡣࠊࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࠶ࡿẸ㛫ࡢᅜ㝿◊✲ᶵ

 ᐃဨ 20 ே⛬ᗘࡢ DsA ࡢເ㞟ࡣ 2 ᖺࡈ࡛ࠊ༙ศ

㛵ࡋ࡚ 1985 ᖺάືࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ༡⡿ࢆ୰ᚰࡋ

ࡀࣇࣛࣥࢫேࠊ༙ศࡀእᅜேᯟ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ࡢᅵࡢ

࡚ୡ⏺୰࡛ᩘከࡃࡢᅵᘓ⠏㑇⏘ಖᏑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ

ᩥ㑇⏘ࡢಖᏑಟࠊ㏵ୖᅜࡢᒃఫ⎔ቃᨵၿࠊඛ㐍

ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅜ࠾ࡅࡿ⎔ቃ㓄៖ᆺᘓ⠏㛤Ⓨࢆ┠ᶆࡋࠊ༙ᖺࡣ

㸦Ϲ㸧6LWH&RQVHUYDWLRQDWWKH0RJDR*URWWRHV

ㅮ⩏࣭ᐇᢏࠊ㸯ᖺ㛫ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡㄽᩥᇳ➹ࠊ

 1993 ᖺࠊὒࡢᮾすࡽᑓ㛛ᐙࢆ㞟ࡵࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟ

༙ᖺࡢᅵࡢࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝ‽ഛ࣭㛤ദ࠸࠺ᩍ⫱ෆ

ࢻᅜ㝿㆟ Conservation of Ancient Sites on the

ᐜ࡛࠶ࡿࠋ

Silk Roads ࢆᩔ↥◊✲㝔ඹദࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 1997

㸦Ϻ㸧ࢡ࣒ࣟࡢඹྠᴗ࢞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ᖺࠊGCI ࡣᩔ↥◊✲㝔Ⳙ㧗❍ 85 ❍ቨ⏬㸦၈ 618

 1987 ᖺ Terra ➨ 5 ᅇ㆟ࡢ່࿌ᚑ࠸ࠊ
CRAterre

㸫907 ࡢᬌᮇ㸧ಟࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ࢡ࣒ࣟࡀ❧ࡕୖࡆࡓᅵᘓ⠏㑇⏘ಖᏑࡢࡓࡵࡢ≉

ࢆ❧ࡕୖࡆ 8 ᖺࡅ࡚≉Ṧ࡞᥋╔ࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡀ

ู◊ಟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋᐇࡉࢀࡓᖺࢆ้ࢇ࡛

ࢀࡓቨ⏬ࡢ᩿∦ࢆࡶᡠࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

PAT89,PAT90,PAT92,PAT94 ࡤࢀࠊ 4 ᅇ࡛

㸦Ϻ㸧7HUUD3URMHFW  

120 ே㸦࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭༡࣓࣭ࣜ࢝ࢪ࣭ࣇࣜ

GCI࣭CRAterre࣭ࢡ࣒ࣟ୕⪅ඹྠࡢࢸࣛࣉࣟࢪ

࢝ 36 ᅜ㸧ࡢᑓ㛛ᐙࢆ⫱ᡂࡋࡓࠋ

࢙ࢡࢺࡣࠊGCI ࡽࡣ Mary Hardy ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡ

 ࡇࡢᡂຌࡀࠊCRAterre࣭ࢡ࣒࣭ࣟGCI ୕⪅ඹྠ

ࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡍࡿ 9 ேࠊCRAterre ࡽࡣࠊ࢘

ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓎᒎࡋ PAT96,PAT99 ࡋ࡚ࠊࢳࣕࣥ

࣮ࢦ࣭࣮࢘࣋ࣥࠊ࣮࣭࢘࣋ࣝࢠࣚࢆྵࡴ 3 ேࠊࢡ

ࢳࣕࣥ㑇㊧ࢆ୰ᚰࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࠋ

࣒ࣟࡽࡣࣞࣁࣥࢻ࣭ࣟࣝࣂࡀཧຍࡋࡓࠋ

㸦ϻ㸧ࣘࢿࢫࢥࡢඹྠᴗ $IULFD
1994 ᖺࣘࢿࢫࢥࡼࡗ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ᩍ⫱㛵ಀ࡛ࡣࠊḟࡢ 3 ࡘࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᅵᘓ⠏㑇⏘ಖᏑᑓ㛛ᐙ⫱ᡂ

ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢὶࢀࡗ࡚ࠊCRAterre࣭ࢡ࣒ࣟ

ᘓ⠏ᐙ࣭⪃ྂᏛ⪅͍ಟᐙࢆᑐ㇟࣮࣭࣌ࣝࢳ

ࡣࠊࢧࣁࣛ௨༡ࡢࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿᅵᘓ⠏ࢆ୰ᚰ

ࣕࣥࢳࣕࣥ㑇㊧⌧ሙ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ

ࡍࡿື⏘ᩥ㑇⏘ࡢಖᏑ⟶⌮ྥୖࢆ┠ⓗࠊ1998

୰ᚰ 2 ᅇᐇࡉࢀࡓࠋ
࣭PAT96࣭PAT99

ࡽ 12 ᖺ㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆጞࡵࡓࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ

ղ ⪃ྂ㑇㊧ࡢそ࠸ᒇ㛵ࡍࡿ㆟

ୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ࣮࣭ᆅᇦᩍ⫱◊ಟᶵ㛵㸦EPA࣭CHAD㸧

ճ Terra Consortium: UNESCO Chair on

࡛࠶ࡗࡓࠋ
4 ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡛ᐇࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᮇ㛫⤊

Earthen Architecture

1998 ᖺ 10 ᭶ CRAterre ࢆᣐⅬࡋ࡚ṇᘧ

ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᡓ␎ࡸࣉ࣮ࣟࢳࢆྥୖࡉࡏ࡞ࡀࡽ

㛤ጞࡉࢀࡓࠋ㏵ୖᅜࡢᏛ࡛ࠊᅵᘓ⠏ࡢᵓἲ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᩚྜᛶࢆᅗࡗࡓࠋ

ཬࡧಖᏑࢆṇᘧࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡍࡿࡇ

ձ ‽ഛᮇ㛫 (1996-1998)

ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㑇⏘㛵ಀࡢᩍ⫱◊ಟᶵ㛵ࡢㄪᰝࠊࣇࣜ࢝ࡢ

◊✲㒊㛛ࡢᴗࡣࠊḟࡢ 5 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᑓ㛛ᐙࡢ┦ㄯࠊື⏘ᩥ㑇⏘ಖᏑࡢࢽ࣮

ձ ᅵ ᘓ ⠏ ◊ ✲ ㄪ ᰝ Earthen Architecture

ࢬࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⥲ྜィ⏬సᡂ
ղ ヨ⾜ᮇ㛫 (1998-2001)
ヨ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㦵᱁ᙉ
ճ ᐃ╔ᮇ㛫 (2002-2005)

Research Survey

ղ ㆟ࡢ༠ຊ Research Meeting: Terra 2000
ճ ᪥ᖸࡋ↢⎰ቨಟࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ
մ ᅵᘓ⠏㑇⏘ᩥ⊩┠㘓 Terra Bibliography

άືࡢᨵၿࠊ㐠Ⴀጤဨ࣭㈐௵⪅ྜ່࿌

յ ᅵᘓ⠏ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗTerra Literature Review

ᇶ࡙ࡃάືᑟධࠊᆅᇦᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉࠊ

ィ⏬ᐇ㊶㒊㛛࡛㔜せ࡞ᴗࡣࠊ⤫ྜⓗ࣭Ꮫ㝿ⓗ

ࣇࣜ࢝ࡢᑓ㛛ᐙྲྀࡾ㎸ࡳࡢቑຍ
մ ᡂᮇ㛫 (2006-2009)
2009 ᖺ௨㝆ື⏘ᩥ㑇⏘ಖᏑ᥎㐍ࡘ࠸
Ꮫㄽᩥ᱾ᴫ㞟 㻞㻜㻝㻠㻌

ࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿ࣮࣭࣌ࣝࢳࣕࣥࢳࣕࣥ㑇㊧ࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࣉࣛࣥసᡂ࡛࠶ࡿࠋPAT96 ཬࡧ PAT99 ࡛㐍
ࡵࡽࢀࡓ᪉ἲㄽࢆ㐺⏝ࡋࠊࣘࢿࢫࢥࡢᨭࢆᚓ࡚ࠊ
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1999 年に完成、2000 年 1 月政府に承認された。

ジェネ、ペルー・チャンチャン遺跡を拠点と

（ⅳ）Getty Seismic Adobe Project (GSAP)

している。

(1990-1999)

⑤ 両者とも、パートナープログラムや多国間協

GSAP の主な目的は、比較的安上がりな日干し煉

力を推進し、理解啓発・地域開発への支援に
優れている。

瓦の構造的崩壊防止技術の開発である。
1994 年地震への対処 Dealing with Earthquakes

⑥ 両者とも、パートナープログラムを通して関

に関するキト会議 The Quito Colloquium を開催し、

係機関（ユネスコ・イクロム等）との連携協

1995 年には歴史的建造物の耐震強化を図った。
1996

力に優れている。

年には When the Earth Moves: The GSAP という
プログラムで、
1/5 の模型を使いスタンフォード大学

４．日本の土建築遺産国際協力における今後の可能

の屋内実験場で地震を起こして、安定性の定性・定

性

量分析実験を行った。authenticity を担保し揺れに

主としてシルクロード地域の土建築遺産保存への

対応でき、かつ、非熟練労働者でも扱いやすい廉価

国際協力に資するために、国内外で取り入れるべき

な材料を開発した。中南米・中国など他の地域でも

事業内容や可能性を考察し、将来への政策提言とす

使えることから、ガイドラインをつくり普及を図っ

る。

た。1999 年には、Preserving Safety and History:

(ⅰ)人材育成については、国内及び相手国両方にお

The GSAP at Work というプログラムに引き継がれ、

いて、土建築遺産保存専門家育成のための教育

William S. Ginell らが中心に研究開発を推進してき

研修体制の整備が必要である。これを実現させ

た。その後、2006 年 4 月に 3 日間の日程で GSAP

るためには、多国間・マルチ型プロジェクト・

Colloquium を開催、9 月に 2 日間の日程で「歴史的

パートナープログラムへの積極的参加が有効で

日干し煉瓦建築の耐震補強についての新概念」とい

あると考える。イクロム・CRAterre・GCI と

う シンポジウム GSAP Symposium とワークショ

の連携協力によるサテライト型共同トレーニン

ップを開催し、70 人以上が参加した。

グコースを、東京・奈良文化財研究所またはユ

（ⅴ）Earthen Architecture Initiative (EAI)

ネスコアジア文化センターが土建築遺産保存を

土建築遺産保存の推進を目的にする EAI 内容は、

テーマに主催することが考えられる。

保存修復法向上のモデルプロジェクト、未解決の課

(ⅱ)管理計画について、そして、(ⅳ)記録・ドキュメ

題研究そして適切な保存修復法の普及であり、

ンテーションについては、中央アジア・西アジア

Project Terra の継続・延長線上にある。
主な内容は、

を中心にシルクロード世界遺産推薦ドキュメン

次の通りである。

テーション支援が、この地域での外交政策として

① 樹 脂 注 入 につ い て の 研究 開 発 Structural
Grouting 2006,2007,2008
② Seismic Retrofitting Project (SRP) (for
historic earthen buildings in Peru)
③ Strategic Planning

効果的である。そして、世界遺産登録への貢献が
海外にも知られ国際的評価につながる。
(ⅲ)法整備について、そして、(ⅸ)地域開発について
は、保存と持続可能な開発・観光との関係でます
ます重要なニーズになり、優先順位も高い。また、
法整備はニッチな事業内容なので戦略的意義も

（４）国際的評価につながる CRAterre・GCI の特長

① 両者とも、保存修復・ドキュメンテーション・
管理計画作成への支援に優れている。
② 両者とも、人材育成への支援に優れている。
③ CRAterre は、ニーズアセスメントに基づく
土建築遺産のマネジメント・保存に優れてい

ある。
(ⅴ)土建築遺産保存について、そして、(ⅷ)理解啓発
については、研究・実践の拠点を持つことが重要
である。
(ⅶ)技術向上に関しては、版築・左官技術普及が考
えられる。

る。
④ CRAterre はアフリカ・中央アジア・西アジ
ア中心に、GCI は中南米中心に土建築遺産保
存プロジェクトを展開し、それぞれ、マリの
18
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