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要旨（和文 2000 字程度）
Thesis Summary （approx.2000 Japanese Characters ）
本論文は、
「1949 年以前に設立された中国の大学キャンパスにおける景観形成手法とその変遷」と題し、以下の６章から構成
されている。
第１章「序」では、研究の背景と意義、研究の資料と方法、研究対象の概要、既往の研究、論文の構成について述べた上で、
19 世紀末に近代化が始まった中国での大学キャンパスの発足と、その後中国特有の文化・社会背景の影響によって断続的に発
展してきた経緯を概説し、長期にわたり形成されてきた中国の大学キャンパスにおいては、各大学の歴史や空間の特性を活かし
た個性的・魅力的なキャンパス空間を構築することが課題であり、その課題を歴史が重層された公共空間の在り方と捉えて、建
築デザイン論から問い直すことの重要性を述べ、中華人民共和国の建国年である 1949 年以前に設立され現在までキャンパスと
して使われている 54 のキャンパスにおける代表的な景観を対象に、４つの発展段階を設定している。さらにキャンパスの景観
形成を捉えるために、「キャンパスオープンスケープ(COS)」という外部空間のまとまりを定義し、その性格を自然・都市的環
境要素とオープンスペースの平面形状や配置との関係、外構要素と人の行動や建築の配置との関係、周縁建築群同士の関係とい
った各 COS における構成要素同士の関係を捉えることでキャンパスの景観形成手法とその変遷の特徴を明らかにするという目
的を述べている。
第２章で「オープンスペースの変遷と環境要素の関係による景観形成手法」では、COS の計画的な特徴を環境要素との関係
から捉え、敷地内外の起伏や、河川・池、都市道路などの自然・都市的環境要素の集合を敷地環境と呼び、段階毎のオープンス
ペースの形態的変化と取り入れる環境要素との関係を検討している。その結果、オープンスペースは不連続な展開により「整形
のみ・単数」から「不整形あり・複数」に変化し、都市化の影響により自然と都市の環境要素が複合されオープンスペースに取
り入れられた特徴を明らかにしている。
第３章「外構要素と配置形式による景観形成手法」では、COS の平面的な特徴を外構要素と利用者の行動や建築との関係か
ら捉え、現状のキャンパスを対象に、COS における様々な外構要素を人・車の様々な行動の関連による活動の場の形成、周縁
建物・校門との関係による象徴性の形成について検討している。その結果、動的な広場や運動場よりも静的な庭園の設置が多く、
外構要素と主建築や校門と対称・非対称な配置が複合され、外構要素の種類と配置によって性格が異なる場所がキャンパス内に
共存している特徴を明らかにしている。
第４章「周縁建築群の立面と配列による景観形成手法」では、COS の立面的な特徴を建物同士の関係から捉え、現状のキャ
ンパスを対象に、オープンスペースを取り囲む建築群の立面における様式と外壁及び屋根の色の相似関係、立面規模の比較関係、
配列による位置関係について検討している。その結果、初期に建設された建物の様式や色がその後建てられた建物に継承された
ことが多く、異なる時代の主建築が形成する複数の軸により建築群が多中心に統合されている特徴を明らかにしている。
第５章「景観形成手法とその変遷」では、２〜４章でそれぞれの側面から検討したキャンパスの景観形成の特徴を統合し、キ
ャンパス景観の構成要素と構成形式の組合せによる景観形成の全体的な特徴と、中国特有の文化・社会を背景とした変遷的特徴
をキャンパスの発展経緯を踏まえて考察している。その結果、中国人が設立したキャンパスは自然的な環境に立地し、大規模に
発展した敷地で軸関係が積極的に守られているのに対し、外国人が設立したキャンパスは都市的な環境に立地し、規模が限られ
た敷地で軸関係の構築よりも密集して建設された傾向を明らかにしている。
第６章「結論」では、２章から５章までに得られた結果をまとめ、本論文で得られた知見を総括している。
以上を要するに、本論文は、中国の大学キャンパスの景観を「キャンパスオープンスケープ(COS)」のまとまりとして検討す
ることで、環境要素、外構要素、建築要素など、様々な景観要素同士の関係によって、その複合的な景観形成手法とその変遷を
明らかにしている。この結果は、キャンパスの敷地が有する資源の活用や、機能性と象徴性による公共空間の在り方、更新され
続ける時代性と伝統との関係による空間のハイブリッド性といった多角的な視点を提案し、大学キャンパスにとどまらず、建築
と公共空間の関係を取り結ぶ景観設計手法を示唆したものである。
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要旨（英文 300 語程度）
Thesis Summary （approx.300 English Words ）

Title:
Landscape and its Transformation of University Campuses Established before 1949 in China
Summary:
University campuses started to be built since the late 19th century in China, strongly influenced by the Beaux-Arts planning
style, and the traditional Chinese cultural elements such as Feng Shui and the image of Chinese Garden. Also, with great
changes of the Chinese society, not only the educational system but also the campus environment has experienced a lot of
changes. Moreover, nowadays with the rapid growth of student numbers and the rethink of the university tradition, new time
issues – how to make advantage of the spatial tradition and potential in the campus reorganization – are raised in such old
campuses. Under such cultural and social background, this study collected 54 university campuses established before 1949
in China, and defined the set of elements (environment elements, outdoor elements, and surrounding buildings) forming the
representative campus scape in open spaces as “Campus Open Scape (COS)”. By analyzing the relationship of these
elements based on four phases divided according to the historical background, this study aims to clarify the characteristics
of landscape and its transformation of these Chinese university campuses with long histories.
Based on the background and definitions above, “transformation of open spaces related to the environment elements”
(Chapter 2), “functions and layout of outdoor elements” (Chapter 3), “elevation and arrangement of buildings surrounding
open spaces” (Chapter 4) were analyzed and categorized separately. In Chapter 5, parameters set in chapters above were
organized into “element of composition” and “form of composition”. After analyzing their composite characters,
characteristics of landscape and its transformation were discussed based on the overall historical background and the
distinctive history of each campus.
As a result, campuses established by Chinese tend to be built in natural environment, forming garden-like scape by making
use of natural topography, and developed in a large site with axial composition of outdoor elements and surrounding
buildings, while the ones established by foreigners tend to be built in urban environment, axial composition becoming vague
by the construction overlapped in different periods in a small-scale site.
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