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第Ⅲ・Ⅳ期復元事業完成イメージ 

出島表門橋 完成イメージ 

Ⅰ「出島復元整備事業について」及び「夜景観光について」 （長崎市からの寄稿） 

  アジア太平洋都市サミット ニューズレター 
 No.33   2016 年 3 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号では，はじめに，日本有数の観光地としても知られる長崎市から寄稿していただいた，歴史的文

化的遺産の活用，観光振興に関する取組みをご紹介します。 

＜出島復元整備事業について＞ 

出島は鎖国時代、日本と西洋を結ぶ唯一の窓口でした。 

バタヴィア（現在のインドネシア・ジャカルタ）に拠点を置

く、オランダとの貿易をとおして、ヨーロッパのみならず東南

アジアの国々ともつながっていました。 

日本からは、銀・銅や陶磁器などが輸出され、ヨーロッパの

毛織物やガラス製品、東南アジアの諸国からは染織品・砂糖・

漢方薬の材料（香辛料）等が日本にもたらされました。 

開国後の明治以降、出島周辺の埋め立てが進み、明治 37（1904）年には、海に浮かぶ扇形の原形を

失ってしまいましたが、鎖国時代の出島が日本の近代化に重要な役割を果たしたことが評価され、大

正 11（1922）年、国指定史跡に指定されました。 

現在、当時の出島の復元事業が進められており、これ

までに商館長の住居であるカピタン部屋をはじめとす

る 10棟の建造物復元や護岸の顕在化が完了しました。 

今年の秋には日本側の役人が勤務する建物や蔵など 6

棟の復元が完成する予定で、建物の中には、世界とのつ

ながりをテーマにした展示も計画しています。また、来

年には出島表門橋が架橋されます。 
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＜夜景観光について＞ 

長崎の夜景は、長崎港を中心に、山々が取り囲むすり鉢状の地形となっており、長崎独自の立体的

な夜景を創り出すとともに、稲佐山・鍋冠山・風頭公園などに代表される多くの視点場から夜景を楽

しむことができ、そういった点が評価され、平成 24（2012）年にはモナコ、香港とともに、長崎の夜

景が「世界新三大夜景」に認定されました。 

特に、稲佐山からの夜景は、1000万ドルの夜景と称され、日本屈指の夜景観賞スポットとして知ら

れており人気を博しています。 

長崎市の観光において、夜景観光は宿泊者の増加に繋がることから、重要な資源となっています。

夜景観光の推進もあり、平成 26年度の長崎市の観光客は過去最高の約 630万人、宿泊者の数も約 274

万人と長崎市の観光客数は伸び続けています。 

夜景をもっとたくさんの方に楽しんでもらうた

めに、これまで稲佐山山頂展望台やロープウェーの

整備を行うなど様々な取り組みをしてきましたが、

さらに平成 28（2016）年３月には、鍋冠山の展望台

のリニューアルが予定されており、多数の視点場か

ら夜景を楽しめるという長崎の長所を活かした夜

景の魅力向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

日本の優れた環境技術やノウハウを紹介する「環境技術専門家会議」 

国連ハビタット福岡本部では 2009年から日本の優れた環境技術やノウハウを紹介する「環境技術

専門家会議」を福岡市にて開催しています。 

第 7回目となる 2015年は、「防災」をテーマに 11月16日－17日に開催しました。 

この会合が 2009年に始まった背景には、急速な経済成長や

人口増加が進むアジア太平洋地域の都市で、都市・生活のイン

フラ整備が急激な変化に追いつかない、都市計画もなく無秩序

にまちが拡大して行く等の都市問題が発生し、今後の安定的な

経済成長のためには、持続可能な都市を計画に基づいて形成し

て行くことがとても大事だとの問題意識がありました。 

様々な問題を抱える各国の、中でも成長著しい中小規模の都

市からは、日本の優れた環境関連技術を導入したい、同じような問題を克服してきた日本のノウハウ

を学びたいとの要望が多く寄せられ、それらの要望に応える場として、日本の優れた環境技術やノウ

ハウを紹介する「環境技術専門家会議」が始められたのです。 

 

Ⅱ 国連ハビタット福岡本部だより（連載８） 

稲佐山からの夜景 
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2015年の会議には、アジア太平洋地域の 13の国・地域＊から都市政策に係る政府・自治体の職員

や国連ハビタットの現地事務所職員が参加し、また、日本からは国・地方自治体職員の他、防災技術

に関するノウハウを持ち商品開発している民間企業や災害に備えた取り組みをしている団体が参加

しました。 

 

 

 

 

1日目は、海外各都市の代表者が都市の現状とそこで抱え

る主な課題について紹介しました。 

アジア太平洋地域の防災に関する共通の課題として、モ

ンスーン・台風による洪水・土砂崩れ等の被害に繰り返し

見舞われるという課題があります。 

これらの自然災害から都市をどのように守るのか、また、

災害に強い都市を作るにはどうしたら良いのかという問

題提起がありました。 

2日目は、日本側から官民の具体的な防災取り組みが紹介されました。国・地方自治体からは、防

災政策や地域住民と共に推進する具体的な防災活動が紹介され、また、民間企業・団体からは、IT

技術を活用した災害情報の収集・提供、被災状況計測の仕組みや、水による土手や川岸の浸食・崩壊

を防ぐ土木工法、更に、企業の枠を越え緊急救援物資を円滑に被災地に届ける団体の活動などが紹介

されました。 

 

2日目の午後には、福岡市内の防災関連施設を見

学しました。 

溢れ出た雨水の浸入を防ぐ止水板、増水した川の

水量を調整し氾濫を防ぐ人工調整池の見学では、実

際にどのように使われているかについての説明を

受け、災害の恐ろしさを疑似体験できる防災センタ

ーでは、水圧のかかったドアを開けるにはどれほど

強い力を必要とするかを体感してもらいました。 

 

＜＊参加国・地域＞ 

アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、中国、ラオス、モンゴル、ミャンマー、ネパール、南太平洋島嶼国、パキスタン、 

フィリピン、スリランカ、ベトナム 

カンボジアの自然災害について説明する参加者 

日本の取り組み事例発表に対し、ミャンマー始め参加各国から具体的な質問が多数出て、活発な質疑が行われました。 

人工調整池の内部見学や水圧のかかったドアを開ける 

疑似体験に挑戦するベトナム・スリランカからの参加者 
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上衣（クバヤ） 1950年代 

プラナカン博物館 （リー・キップリー夫妻寄贈） 

腰布（カインパンジャン パギソレ） 1950年代 

リー・キップリー夫妻コレクション 

Copyright of Asian Civilisations Museum, Singapore 

 

「環境技術専門家会議」で提供される様々な技術やノウハウは、

計画の立案、住民の啓発・教育など、余りお金をかけずにすぐに

取り組める内容から、多額の費用を必要とする施設建設まで様々

ですが、これまでにもこの会議をきっかけにいくつかのパイロッ

ト事業が展開され、日本の優れた技術やノウハウがアジア太平洋

地域の持続可能で環境にやさしい都市づくりに役立てられてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号のおしまいは，福岡市の文化関連の情報です。福岡市は，福岡市美術館，福岡アジア美術館，

福岡市博物館という３つの市立ミュージアムを有していますが，最も長い歴史を持つのが，1979年に

開館した福岡市美術館です。 

今年 4月 17日～ 6月 12日に福岡市美術館で開催される特別展についてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

プラナカン（Peranakan）とは、東南アジアにわたり、現地の女性と結

婚して定住した主に中国系の移民の子孫を指します。交通の要衝である

シンガポールほかマレーシアやインドネシアなどに定住したプラナカン

たちは数百年にわたってアジア・ヨーロッパの文化を吸収し、独自のハ

イブリッド文化を形成してきました。その文化を象徴するのが、クバヤ

と呼ばれる上衣（ブラウス）と、サロンと呼ばれる、インドネシアで染

められたバティックの腰衣（スカート）を組み合わせた女性のファッシ

ョンです。 

 

 

 

第 6 回会議の結果、2015 年 4 月にモンゴル・

ウランバートル市で実施された、㈱環境緑化保

全コンサルタント（福岡）による石炭灰を活用した

舗装技術のパイロット事業 

Ⅲ 日・シンガポール外交関係樹立 50周年記念 

サロンクバヤ：シンガポール 麗しのスタイル - つながりあう世界のプラナカン・ファッション 

Singapore, Sarong Kebaya and Style – Peranakan fashion in an interconnected world 
（福岡市美術館からの寄稿） 
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本展では、シンガポール国立アジア文明博物館およびプラナカンの名家であるリー家のコレクショ

ンを中心に、サロンとクバヤ、インド更紗のローブ、ジュエリーやビーズのサンダルなど約 140点を

紹介します。18世紀から 20世紀にかけてのファッションから、国家という枠組みを越えたプラナカ

ン文化の重層性、さらに日本との関わりを読み解く試みです。 

本展の中心となるのは、19世紀後半から約 100年にわたるプラナカンの女性ファッションの変遷で

す。19 世紀後半の天然染料で染められたバティックのバジュパンジャンあるいはクバヤパンジャン

（長い上着の意）が、20世紀初頭には華やかな文様の、薄く透けるヨーロッパのオーガンジーに取っ

て替わった様子や、バジュパンジャンがヨーロッパ系の女性たちによって着用されたウエスト丈の白

いクバヤの形態をとりこんで、精巧なレースを用いたクバヤや、多様な色彩の布

地に華やかな刺繍を施したクバヤへと変貌していく様子を、時代を追って展示し

ます。東は中国から西はヨーロッパまで、さまざまな地域の要素を取り入れて新

たな美を表出してきたサロンクバヤの変遷には、国家や地域という単純な枠には

収まらない、ダイナミックな交流のあとが刻まれています。 

クバヤとのアンサンブルで展示するバティックも、エリザ・ファン・ズイレン

やウィ・スー・チュンなどの有名なバティック作家の作品を含む名品ぞろいです。

また、これらのファッションとあわせて着用したビーズのサンダルや、ハンカチ

などの小物もあわせて展示します。なかでも、バジュやクバヤをいろどった金、

銀にダイアモンドをあしらった、プラナカン文化独特の豪華なジュエリーは必見

です。 

福岡市はアジア太平洋地域のゲートウェイとして、各国との交流

を盛んに行っています。福岡市美術館も昭和 54年（1979）の開館

以来、アジア美術の紹介を活動の柱のひとつとしてきました。平成

28年（2016）は日・シンガポール外交関係樹立 50周年にあたり、本展もそれを記念して開催をいた

します。シンガポールは若い国家と捉えられがちですが、プラナカンの歴史は数百年におよび、18－

20世紀のファッションにもその痕跡が刻まれています。東南アジア屈指の港湾都市であるシンガポー

ルの「伝統文化」、さらに日本文化との関連性、共通点を紹介することで、相互理解と友好を深める

機会となれば幸いです。 

 

主催ほか 

主催：福岡市美術館、渋谷区立松濤美術館、シンガポール国立アジア文明博物館 

協賛：シンガポール政府観光局 

公式航空会社：シンガポール航空 

 

会場および会期 

会 期：2016年 4月 17日（日）～ 6月 12日（日） 

会 場：福岡市美術館   

    810-0051 福岡市中央区大濠公園 1−6 

    電話：092-714-6051 FAX：092-714-6145 

    www.fukuoka-art-museum.jp/ 

入場料：大人 200円  

ブローチ（クルサンビンタン） 1900-1920年 

リー・キップリー夫妻コレクション 

Photography by Ken Cheong 

儀礼用ローブ：カワイ  18世紀 

プラナカン博物館 （リー・キップリー夫妻寄贈） 

Copyright of Asian Civilisations Museum, Singapore 
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★会員都市の担当者の皆様 ： 寄稿をお待ちしています。 

貴市のトピックスや新規事業，都市問題の解決のヒントとなるような貴市における課題解決の取組みなど，お気軽に 

情報をお寄せください。 

（ニューズレターは，アジア太平洋都市サミットのウェブサイトに掲載し，会員都市などへ email送信しております。） 

 

 

 

開催時期 会議名 開催都市 

2016年  11月または 12月 第 11回実務者会議 イポー市 （マレーシア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集・発行】 2016年3月 10日 アジア太平洋都市サミット事務局 （福岡市総務企画局国際部） 

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1  TEL: 092-711-4028  FAX:092-733-5597 

E-mail: apcs@city.fukuoka.lg.jp  Website: http://apcs.city.fukuoka.lg.jp/ 

アジア太平洋都市サミット ： Asian-Pacific City Summitは，アジア太平洋地域の都市問題の解決に向け，市長会

議や実務者による会議等を通じて，都市の連携やネットワークの構築を図っています。 

 

オークランド市（ニュージーランド） 

バンコク都（タイ王国） 

ブリスベン市（オーストラリア連邦） 

釜山広域市（大韓民国） 

長沙市（中華人民共和国） 

大連市（中華人民共和国） 

福岡市（日本国） 

広州市（中華人民共和国） 

光陽市（大韓民国） 

ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国） 

香港特別行政区（中華人民共和国） 

ホノルル市（アメリカ合衆国） 

イポー市（マレーシア） 

ジャカルタ特別市（インドネシア共和国） 

済州特別自治道（大韓民国） 

鹿児島市（日本国） 

北九州市（日本国） 

クアラルンプール市（マレーシア） 

熊本市（日本国） 

マニラ市（フィリピン共和国） 

宮崎市（日本国） 

長崎市（日本国） 

那覇市（日本国） 

大分市（日本国） 

浦項市（大韓民国） 

佐賀市（日本国） 

上海市（中華人民共和国） 

シンガポール（シンガポール共和国） 

ウルムチ市（中華人民共和国） 

ウラジオストク市（ロシア連邦） 

アジア太平洋都市サミット会員都市  13ヵ国30都市 

今後のアジア太平洋都市サミットの会議予定 

 


