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研究成果の概要（和文）：本研究は，南アジアのバングラデシュを中心に，都市空間における歴史的な遺産と景観に対
し，市民がどう認識しているか調査し，都市の街並みに住民がそれをどう利用し，どう意味づけているのかを探ること
を目的とした。研究調査は，文献による調査として景観要素等を抽出，GISによる基礎データを進め，視覚言語化を行
った。そのデータから若年層への景観認識調査，都市部での一般者への聞き取り調査などを進め，現状の景観の記録保
存にも繋げ，活用できる情報を提示した。また，社会学的なアプローチから政治とホルタルについても調査でき，経済
的な側面から歴史遺産や景観文化へ結び付ける糸口を示すことができた。

研究成果の概要（英文）：This study investigated how a citizen recognized it for a historic heritage and 
landscape of the urban in Bangladesh of the South Asia. The inhabitants used it to the townscape how and 
were intended to investigate how it gave meaning. The study investigation extracted landscape elements 
from the investigation with documents and became visual language from the basic data using GIS. From this 
data, it was the landscape recognition investigation to the young group and the hearing investigation to 
a general inhabitants. As a result, it was connected with the record preservation of the present land 
scene and showed the information that could inflect. In addition, this study could investigate politics 
and Hortal from sociological approach and was able to show a study to be connected from the economic side 
to a Historical heritage and landscape culture.

研究分野： ランドスケープ学
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１．研究開始当初の背景 
 南アジアの歴史的環境・景観には，数多く
の体系的な研究が国内外で発表され，研究の
蓄積がある。しかしながら，これら事象をめ
ぐる地域住民の行動や価値観を問題にした
研究は，ほとんどなされていない。 
 環境・景観自体をめぐる専門的な分析と，
その結果に基づき学術的価値を明らかにす
る研究は，これまでにもなされているが，事
象について地域に暮らす住民がどのように
利用し，また価値付けているかを明らかにし
ようと試みる研究事例は，管見の限り，国内
外共に存在しない。 
 この問題認識から本共同研究は，南アジア
のバングラデシュを中心フィールドに設定
し，次の二点に焦点を当て，調査することを
目的とした。第一に当該社会の都市空間にお
ける歴史的な遺産と景観に対する市民の姿
勢について具体的検討を試みた。 
 第二に，本共同研究では，都市空間に備わ
る街並みにも着目し，市民がそれをどのよう
に利用し，どう意味づけているのかを探るこ
ととした。この二点を本研究の当初の主たる
背景である。 
 
２．研究の目的 
 現在の南アジアは，衣料品ほか各種工業製
品の生産で世界経済へ大きく貢献すると同
時に欧米的な消費文化を積極的に受容する
ことで，加速する経済のグローバル化に深く
組み込まれるまでに至っている。 
 経済的役割から注目が集まる南アジア世
界には，元来独自の歴史的遺産や景観文化が
継承されている。だが一方で，一部において
は急激な変化を遂げ，破壊や消失の危機に瀕
しているものもある。文化のボーダレス化あ
るいはグローバル化が強調される現代にお
いて，地域固有の歴史的遺産・景観文化が持
つ価値を明らかに再確認していくことは，非
常に重要な点であると考えられる。 
 そのような状況をふまえ，本共同研究は，
南アジアの歴史的遺産と景観文化をめぐる
市民の行動と価値観に関する検討，ならびに
考察を第一に行った。 
 第二に，文化のボーダレス化，あるいはグ
ローバル化が強調される現代において，街並
みの景観や景観にかかわる自然環境の基礎
部分についても明らかにし，活用できる指針
を示すことも目的とした。 
 第三として，実現を担う主体に関わる基本
的なデータを提供することで，発展途上国社
会と先進国社会にあいだに求められる環境
をめぐる協調・協力体制の構築に貢献への目
的とした。 
 実現を担う主体に関わる基本的なデータ
を提供するものと位置づけ，発展途上国社会
と先進国社会にあいだに求められる環境を
めぐる協調・協力体制の構築に貢献したいと
考えていることをも目的としている。 
 

３．研究の方法 
 本研究は，南アジア・バングラデシュの都
市部地域を中心として，都市部に居住する住
民の歴史的遺産や景観への姿勢，その評価の
ありようについて調べ，ミャンマーやタイ，
ベトナム，中国南部などの周辺国についても
今後の調査拡大を目指して，調査を多角的に
進めるため調査をした。 
 まず，バングラデシュにおける対象調査都
市として，首都のダカ市（Dhaka）と当該国
第 2 の都市であるチッタゴン市（Chittagong）
において調査をそれぞれ行った。対象都市に
おける歴史と景観に関する要素の抽出を既
存史料の調査を進めるとともに，そのデータ
をもとに現地において地理情報システム
（GIS），衛星位置測位システム（GPS・
GLONASS）を用いたデータの収集とデータ
ベース化を行った。その上で当該データベー
スを用いたアンケートによる調査とヒアリ
ングによる調査を実施した。 
 これらの調査の結果を総括し，活字媒体を
通してのデータの公表と研究会による公開
を進めた。 
 
 研究方法の詳細は，次の 1）から 4）の手
順で進めた。 
 
1）南アジアでの調査国，旧宗主国である英

国での文献調査（SOAS，University of 
London）による各要素の抽出，中でも景
観文化などについては可能な限り調査を
進めた。その結果をもとに，調査当該国
であるバングラデシュの現地において文
献からの位置確認などの作業を行った。 
 その際，GPS，GLONASS を利用し，
GIS データベース化を進め，歴史と景観の
要素抽出を進めた。 

 
2）文献の調査情報，位置情報，写真，調査

シートなどの得られた要素のデータに加
え，各種データ（植生や公園などの緑の
環境，生物相，等）もあわせて，GIS によ
るデータベース化を進め，これを活用し
ながらアンケートによる認識と価値観に
関する調査を進めた。 
 特に，小学生から大学生に至る若年層
に対し，街並み景観の現況についてアン
ケート調査を実施しするとともに，SD 法
を活用し，景観評価実験も行い，そのデ
ータについては，主成分分析などの解析
をした。 

 
3）調査票調査は，社会学的なアプローチと

して聞き取り調査を実施し，調査票調査
の結果の検討を進めた。 
 検討を踏まえて，バングラデシュにお
ける環境政策の現状と今後の方向性をテ
ーマについて，行政担当者や政治家を対
象としたヒアリング調査を進め，取りま
とめた。 



 
4）1）から 3）の調査結果，解析結果につい

ては，学術団体への投稿，研究発表や口
頭発表，各種研究会やセミナーなどによ
る勉強会を進め，本研究の成果を公表し
た。 

 
４．研究成果 
1-1）SOAS での文献調査の結果も踏まえて，

調査地での景観要素等が抽出できた。こ
の文献調査に加え，景観や風景に関して
の調査研究，報告事例について調べた結
果，世界遺産の寺院での保全策対応など
があるが極めて少ないことも明らかとな
った。 
 古代の風景，景観計画の構造について
述べたものなど，いくつかの調査研究が
散見されたものの，景観認識を主体にし
た事例や報告書そのものが，国内外でほ
とんど確認されない状況で景観評価につ
いては皆無であることも明らかとなった。 
 また，景観調査といった点でみてみる
と，研究がほとんど無く，当該地区での
GIS や GPS，GLONASS を活用した調査事
例，報告書などもみられなかった。この
点を踏まえて，本研究のデータベース化
では，基礎データを視覚的に見えるよう
視覚言語化を進め，基礎的なデータベー
ス化が可能となった。 

 
1-2）本研究では，GIS を活用したパブリッ

ク・アーケオロジーといった視点につい
ても注目し，これらの文化的な資源をど
う活用できるのかの指針について，デジ
タルを駆使した取り組みとして公開する
とともに，その成果を提示した。 

 
2-1）景観評価の調査についての成果は，チッ

タゴン市における若年層の景観認識をど
のように意識しているのか，十分に把握
することができた。特に，調査対象者が
小学生から大学生に至る広範囲の年齢層
で進められたことは，今まで調査がされ
ていない点でもあり，景観評価の先駆的
な調査になったと思われる。 
 加えて，街並みを含む景観評価につい
ては，当該国では皆無の研究でもあり，
本成果が景観調査として，バングラデシ
ュにおいて先駆的な事例であると考えて
いる。 
 本研究では，若年層に対しての好まし
い景観と好ましくない景観として，街の
経済的な要素，人口の増加なども大きく
絡んでいると考えられることも明らかに
した。加えて，主成分分析等も進め，若
年層の当該市であるチッタゴンの景観に
ついて，分析でき，本市の景観のよい要
素とそうではない要素の違いを示すこと
もできた。 
 今回の調査研究で，景観についての認

識調査を進められたことは，ほとんど調
査研究がされていなかったバングラデシ
ュでの景観認識のデータを提供すること
でもあり，現状の景観の記録保存にもつ
ながったものといえ，活用できる情報で
あると考えられる。 

 
2-2）都市景観の研究の成果としては，ダカ市

のオールド・ダカと言われる英国統治時
代から続く地区での歴史的建造物につい
て，その位置把握を進めるとともに，景
観要素として決して有名ではないもので
はあるが，都市の景観として重要な建造
物，ランドマークとなる建造物に際して
も，簡易的な記録保存することができた。
このことは，今後の景観へのデータベー
スを提供できるものと思われる。 
 また，当該市のオールド・ダカの地元
住民への直接アンケート調査を実施した。
その結果，住民の景観についての認識や
今後の景観のあり方など，今まで調査さ
れていない点を示すことができた。 
 地域住民に対して，都市環境，都市空
間に関するアンケートが，今まで既存の
研究成果としては，ほとんど見られない。
このことから，この成果についても，基
礎データとして，今後の研究調査のみな
らず，当該地域の開発に大きく寄与でき
るものと考えられる。 

 
2-3）本研究では，2-1 に示した景観でも悪い

と認識されたスカベンジャーの生物につ
いての調査も進めた。今までこういった
調査について当該国で行われた例は皆無
でもあり，基礎データの提供といった点
で重要であると考えている。 
 スカベンジャーである 2 種のカラスを
指標にその移動について調査を行い，餌
場へ向かうある一定の周期で移動をして
いることをデータから示した。この結果
から，生物を含めた良い景観に結びつけ
るための環境のあり方を示す次へ繋ぐ研
究が提示できた。 
 本調査は，バングラデシュでの生物調
査のデータとしても基礎部分を大きく補
填できる結果を示すこともできたと考え
ている。 

 
3）本研究では，社会学的なアプローチから

政治とホルタル（Harta：南アジアの政治
的一環であるゼネラルストライキ）につ
いての調査を詳細に行い，今後の歴史遺
産や景観文化に関係する経済的な問題に
ついて，聞き取り調査などを社会学的な
アプローチをもとに考察を行った。 
 その成果として，バングラデシュの政
治的な問題を詳細に示すことで，経済的
な側面から歴史遺産や景観文化へ結び付
ける糸口を示すことができた。 

 



4）研究成果の公表，発表等は，上記，1～3
について，国内外学会を中心に成果を口
頭，ならびにポスター発表をした。加え
て，審査付論文へも投稿，掲載されるこ
とで成果を示すことができた。 
 さらに，本研究の今後への発展を考え，
バングラデシュのみならず，周辺域の諸
国との関係性を視野にいれた研究会を公
開セミナー形式で科研最終年度末に発信
をした。 
 この中でも，バングラデシュとその周
辺国とバングラデシュに関わりの深いパ
キスタンについても研究者による研究会
セミナーを開き，「歴史的遺産・景観文化
と南アジア・東南アジアの現在‐「対話
する考古学にむけての国際比較‐」とし
て，最終年度に開催し，予稿集を印刷す
るとともに，セミナー時に配布を行い，
本科研の成果を提示した。 
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