
               
 

第三次サーキュラー 
 

<ICOFORT 国際会議 2018 in彦根> 論文募集 
(2018 年 10 月 23日-26日) 

 
 
論文アブストラクトについて第二次募集をいたします。締切りは 7 月 23 日（月）で

すので、皆様の投稿をお待ちしています。  
 
 
[概要] 
イコモスの国際学術委員会のひとつである ICOFORT（城塞・軍事遺産国際学術委員会）

は 2005 年に設置され、世界各地に残されている城郭、要塞、軍港、古戦場その他の軍

事に関わる施設や戦跡について、歴史評価、遺産としての価値づけ、保存活用などを

めぐる活動を行ってきました。各国の ICOFORT 委員会により、毎年さまざまなかたち

で学術会議や視察ツアーなどが行われていますが、2018 年は日本イコモス国内委員会,
彦根市、日本建築文化保存協会、滋賀大学、滋賀県立大学等が共同体制を敷き、10 月

後半に彦根において ICOFORT 学術会議と年次総会を行う運びとなりした。琵琶湖に面

する彦根の町は、幕藩体制のもと井伊家の城下として建設された経緯を有し、江戸初

期の普請になる彦根城天守は国宝に指定されています。小高い山の上に築かれた城郭

とそれを囲む御殿や庭園などが織りなす景観は軍事という以上に大変美しく、1992 年

にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。今回の学術会議に際しては、これ

らの歴史的建造物や庭園の見学を行うとともに、井伊家ゆかりの能楽などの観劇も予

定されています。また会議初日には、東アジアの城郭をテーマとした記念国際シンポ

ジウムが企画されています。学術発表は日本語、英語、スペイン語を基本とし同時通

訳で翻訳されますので、城郭を始めとする我が国の軍事建築を国際的に発表する絶好

の機会ともなるでしょう。 
  

       
 
[開催日程] 
国際会議：2018 年 10 月 23 日（火）－26 日（金） 
会議後の視察エクスカーション：10 月 27 日（土）―28 日（日） 

（1） 第一コース 姫路・松江・奥出雲 
（2） 第二コース 長崎・島原・熊本 

    



    
 

[会場] 
ひこね市文化プラザ 
〒522 - 0055 滋賀県彦根市野瀬町 187-4 
 
[実行組織] 
主催：「ICOFORT 国際会議 2018 in 彦根」実行委員会 
共催：   ICOFORT / 日本イコモス国内委員会 / 彦根市 / 彦根市教育委員会 / 日本建築文化 
     保存協会 / 滋賀大学 / 滋賀県立大学 
後援：  彦根商工会議所、彦根観光協会 他 
 
[会議テーマ] 
城塞と都市の防御（Fortification and Defensive City ） 
  
[日程] 

日付 主要行事 付帯行事 特記事項  

10 月 
22 日 
(月) 

 参加者の彦根到着 
 登録（彦根市市民会館にて） 

 

    

10 月

23 日

(火) 

 登録（ひこね市文化プラザにて） 
 開会の挨拶 
 基調講演 
 記念国際シンポジウム「アジアの 
 城郭」（仮） 

 展覧会「世界の城郭」展オー 
 プニング 
 歓迎レセプション（彦根キャ 
  ッスルホテルにて） 

 午後開催 
 会場はひこね市文化プ 
 ラザ 

 

10 月

24 日

(水) 

 午前 学術セッション 
             （パラレル・セッション） 
 午後 彦根城城郭ならびに周辺施 
               設群の視察  

 火縄銃実演 
 地元有志による茶会 

  

 会場はひこね市文化プ 
 ラザ 

 

10 月

25 日

(木) 

 午前 学術セッション 
             （パラレル・セッション） 
 ICOFORT 年次総会 
 午後 学術セッション 
            （パラレル・セッ ション） 

   会場はひこね市文化プ 
 ラザ 

 

10 月

26 日

(金) 

 彦根市内ならびに周辺地域の視察 
（安土城、伊賀忍者施設など） 

  

  バスにて移動   

10 月

27 日

(土) 

 会議後のエクスカーション 
  

  ① 姫路＋松江＋奥出

雲 
② 長崎＋島原＋熊本 

/
  
  

10 月

28 日

(日) 

 会議後のエクスカーション 
 

  ① 姫路＋松江＋奥出

雲 
② 長崎＋島原＋熊本 

10 月

29 日

(月) 

 エクスカーション参加者の出発 
（松江、熊本より） 

 

    

  
 
[費用] 
会議参加者の費用負担に関し、以下の費用は自弁とします。 



    
 

 －登録料   21,000 円 
 －出発地から彦根までの往復旅費 
 －会期中の宿泊費ならびに食費（ただし、歓迎レセプションは主催者負担） 
     ホテルのリストに関しては本会議の Web 上に彦根ならびにその周辺のホテ 
    ル・旅館リストをアップします） 
 －会議後のエクスカーション費用 
    エクスカーション参加者のみ、詳細については 5 月末日に提示します。 
 
[論文投稿] 
学術会議で発表を希望する方は、事前に論文の投稿が必要です。手続きをとしては、

先ずアブストラクト（梗概）の投稿を行い、そこでの査読に通った方のみ、期日内に

完成論文を投稿することができます。予稿集の言語は、日本語、英語、スペイン語に

限られます（ただし、日本語、スペイン語版については英語のサマリーを加えるもの

とします）。以上の手続きは以下のスケジュールにのっとるものとし、遅れた場合は

基本として受け付けません。 
 
    アブストラクト投稿  2018 年 7 月 23 日（月）締切 日程延長 
    アブストラクト審査結果の通知 2018 年 7 月 30 日（月） 
    完成論文投稿  2018 年 9 月 3 日（月）締切  
    発表者リストとセッションの送付 2018 年 9 月 17 日（月） 
 
アブストラクトは、実行委員会事務局（hikone-icofort@archi-depot.or.jp）に PDF 版なら

びに Word 版お送りください。和文の場合は 800 字程度、書式は自由です。 
  「ICOFORT 国際会議 2018 in 彦根」実行委員会事務局:  hikone-icofort@archi-depot.or.jp 
 
[論文テーマの領域] 
2018 年度 ICOFORT 学術会議 in 彦根の総合テーマは「城塞と都市の防御」(Fortification 
and Defensive City)です。投稿論文はそれぞれの内容に応じて分野横断的なセッション

に割り振られますので、投稿者は事前に以下のテーマ群を念頭に入れて執筆ください。 
 
 ✔ 城郭と要塞 (Castle and Fortification) 
 ✔ 都市・集落の防衛システムと技術 (Defensive System and Techinque for Cities and  
       Settlements) 
 ✔ 海事と軍港 (Naval Affairs and Port) 
 ✔ 近代の軍事施設と戦跡 (Modern Military Facilities and Sites) 
 ✔ 戦争の記憶と景観(Memory of War and Military Landscape) 
 ✔ 軍事遺産の記録、保全、マネージメント(Documentation, Conservation and  
       Management of Military Heritage) 
 
[主要日程] 
6月25日 (月):                第三次サーキュラー（論文募集 ） 
7 月 23 日 (月):            アブストラクト締切 ← 日程延長                                     
         第四次サーキュラー（会議權エクスカーションについての詳細） 
7 月 30 日 (月):            論文受付発表   ← 日程変更 
8 月 13 日 (月) :          登録締切 ← 日程変更  
7 月 23 日 (月):            第四次サーキュラー（学術会議ならびに会議後のエクスカーシ 

mailto:hikone-icofort@archi-depot.or.jp


    
 

                                         ョンについての詳細 ） 
9 月 3 日(月) :    本論文締切 
  
[展覧会] 
本会議の会期中、城郭と都市の防衛システムをテーマとした展覧会「世界の城郭」展

が会場にて開催されます。このテーマでの模型出品を希望される方は、事務局に直接

ご相談ください。 
 
[使用言語] 
会議中の共通言語としては、日本語、英語、スペイン語を用います。（同時通訳付き） 
 
[日本への入国ビザ] 
日本入国にビザが必要な国籍の参加者に対しては、事務局よりビザ申請のための招聘

状発行等のサポートを行います。 
 
[宿泊] 
彦根には多くのホテルや旅館があり、彦根観光協会のサイトからアクセスすることが

できます。http://www.hikoneshi.com/jp/sightseeing/accommodation/ 
 
どのホテル・旅館も独自のホームページを掲載していますので、詳細についてはそれ

をご覧ください。 予約サイトからの予約が簡単です。 
<彦根城地区> 
1. 彦根キャッスル リゾート＆スパ 彦根市佐和町 1-8   http://www.hch.jp/en/ 
2. 彦根北アートホテル彦根市元町 1-23  

 http://www.arthotel.co.jp/hikonekita/hk_main.html 
<彦根城下地区> 
3. 料亭旅館 やす井 彦根市安清町 13-26   http://www.ryoutei-yasui.jp/en/ 
4. 清瀧旅館 彦根市河原 2 丁目 7-10   http://www.kiyotaki.info 
5. ビジネスホテル芹川 彦根市河原 2 丁目 8-4   http://bh-serikawa.jp/ 
6. 鳥羽や旅館 彦根市河原 3 丁目 1-23   http://www.tobaya.jp/h/top.html 
7. 城下町彦根の町家 本町宿 彦根市本町 3 丁目 3-55   http://honmachi.hcdf.jp/ 
8. ゲストハウス無我  彦根市芹橋 1 丁目 4-43    http://hikone-muga.com/?page_id=51 
<彦根駅西口地区> 
9. ホテルサンルート彦根 彦根市旭町 9-14   https://sunroute.net/en/ 
10.  ホテルエスタシオン彦根 彦根市旭町 8-31   http://www.estacion-hikone.com/ 
11. グランドデュークホテル 彦根市佐和町 11-36  

http://www.gdh.jp/foreign/english.html 
12. ビジネスホテル近江 彦根市大東町 2-35    http://www.hoteloumi.com/ 
13. ひこねステーションホテル 彦根市古沢町 667   https://hikone-sth.com/ 
<彦根駅東口地区> 
14. コンフォートホテル彦根 彦根市駅東町 18-7  https://www.choice-

hotels.jp/hotel/hikone/ 
15. 東横イン彦根駅東口 彦根市駅東町 2-1   https://www.toyoko-

inn.com/eng/search/detail/00274 
<彦根南駅地区> 
16. ホテルレイクランド彦根 彦根市西今町 62-2   http://www.lakeland.co.jp/en/ 

http://www.hikoneshi.com/jp/sightseeing/accommodation/
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http://bh-serikawa.jp/
http://www.tobaya.jp/h/top.html
http://honmachi.hcdf.jp/
http://hikone-muga.com/?page_id=51
https://sunroute.net/en/
http://www.estacion-hikone.com/
http://www.gdh.jp/foreign/english.html
http://www.hoteloumi.com/
https://hikone-sth.com/
https://www.choice-hotels.jp/hotel/hikone/
https://www.choice-hotels.jp/hotel/hikone/
https://www.toyoko-inn.com/eng/search/detail/00274
https://www.toyoko-inn.com/eng/search/detail/00274
http://www.lakeland.co.jp/en/


    
 

17. 南彦根ステーションホテル 彦根市小泉町 289 
  http://www.minami-hikone.net/ 

18. スーパーホテル南彦根駅前 彦根市小泉町 133-1  
http://www.superhoteljapan.com/en/s-hotels/hikone/ 

<その他地区> 
19. 琵琶湖コンファレンスセンター 彦根市新海浜 2 丁目 1-1   https://www.biwako-

cc.com/resort/index.htm 
20. 彦根ビューホテル 彦根市松原町網代口 1435-91  

http://www.itoenhotel.com/Default.aspx?TabId=80 
21. びわ湖畔 味覚の宿 双葉荘 彦根市松原町 1377   http://www.futabasoh.com/ 
22. かんぽの宿 彦根 彦根市松原町 3759  

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/hikone/?gclid=EAIaIQobChMIivmG8ufw2gIVGx4r
Ch34IA01EAAYASAAEgJX4_D_BwE 

23. ガーデンホテル大和 彦根市幸町 76   http://www.gardenhotel-yamato.jp/ 
24. ホテルルートイン彦根 彦根市東沼波町 111-3     https://www.route-

inn.co.jp.e.ut.hp.transer.com/language/hotel_detail.php?hotel_id=570 
25. 彦根アートホテル 彦根市高宮町 1707-1  http://www.arthotel.co.jp/hikone/ 
26. ビジネスホテルくらま 彦根市安食西 920-2   http://kurama.co.jp/ 
27. アパホテル彦根南 彦根市平田町 512  

https://www.apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=235 
28. 彦根びわこホテル 彦根市平田町 63   http://biwakokanko.co.jp/english/ 
 
会議を開催する 10 月後半は旅行シーズンのピークを迎えており、会議参加希望者はア

ブストラクトの締切を待たずに、前もって予約をしておくことをお勧めします。万一、

会議参加を断念した場合は、早めに予約をキャンセルして頂けますでしょうか。 
 
 
 [会議後のエクスカーション] 
会議参加者は以下の二つのエクスカーションのいずれかに参加することができます。

参加費用は以下を目安にしてください。費用内訳は、彦根から最終目的地（松江もし

くは熊本）までの交通費、宿泊費（2 泊朝食付）、バスなどの移動費、入館料となっ

ており、参加者数は 15 名を目途としていますが、人数によって変動します。 
 第一コース（姫路・松江・奥出雲） 68,000 円 
 第二コース（長崎・島原・熊本）  88,000 円 
 
第一コース : 姫路・松江・奥出雲 
  10 月 27 日（土） 
  彦根より米原経由で新幹線にて移動、午前中に姫路城ならびに姫路市立美術館 
  （旧陸軍第十師団兵器部倉庫）視察。 
  午後、松江方面に移動、宿泊は境港（境港夕凪の湯 御宿野乃）。 
   10 月 28 日（日） 
  午前中、松江城、松江市内視察 
  午後、バスにて奥出雲ならびに雲南町訪問、たたら関係施設の視察 宿泊は境港 
  （境港夕凪の湯 御宿野乃）。 
   10 月 29 日（月） 
  現地解散。参加者出発。 

http://www.minami-hikone.net/
http://www.superhoteljapan.com/en/s-hotels/hikone/
https://www.biwako-cc.com/resort/index.htm
https://www.biwako-cc.com/resort/index.htm
http://www.itoenhotel.com/Default.aspx?TabId=80
http://www.futabasoh.com/
https://www.kanponoyado.japanpost.jp/hikone/?gclid=EAIaIQobChMIivmG8ufw2gIVGx4rCh34IA01EAAYASAAEgJX4_D_BwE
https://www.kanponoyado.japanpost.jp/hikone/?gclid=EAIaIQobChMIivmG8ufw2gIVGx4rCh34IA01EAAYASAAEgJX4_D_BwE
http://www.gardenhotel-yamato.jp/
https://www.route-inn.co.jp.e.ut.hp.transer.com/language/hotel_detail.php?hotel_id=570
https://www.route-inn.co.jp.e.ut.hp.transer.com/language/hotel_detail.php?hotel_id=570
http://www.arthotel.co.jp/hikone/
http://kurama.co.jp/
https://www.apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=235
http://biwakokanko.co.jp/english/


    
 

  

        
  姫路城（ユネスコ世界遺産）                                            姫路市美術館（旧陸軍第十師団兵器部倉庫）      
 

       
  松江城                                                                                                   奥出雲におけるたたら製鉄の実演 
 
第二コース ：長崎・島原・熊本 
   10 月 27 日（土） 
  彦根より伊丹空港経由で長崎着。長崎空港よりバスにて移動。大村にて旧陸軍歩 
  兵第四十六聯隊兵舎（陸上自衛隊大村駐屯地内）を視察後、長崎市内にて立山防 
  空壕、三菱重工長崎造船所史料館、国立原爆死没者追悼平和祈念館等を視察。長 
  崎泊（矢太楼）。 
   10 月 28 日（日） 
  午前中、バスにて長崎市内を経て、原城跡、島原城を視察後、熊本に移動、熊本 
  城復旧現場の視察。熊本泊（ANA クラウンプラザ熊本ニュースカイ）。 
   10 月 29 日（月） 
  現地解散。参加者出発。 
 

        
  長崎、立山防空壕                  国立原爆死没者追悼平和祈念館 
 



    
 

        
  原城跡                                                                                                    熊本地震（2016 年 4 月）後の熊本城飯田丸五階櫓 
 

以上は予定であって確定ではありません。参加費については参加人数確認の上、最終

額を 7 月末までに決定しますので、参加者は 8 月頭までに旅行費用のお支払いをお願

いいたします。 参加者が少ない場合は一本に絞ることもあります。   
 
[コンタクト] 
本会議について随時内容をアップデートしていますので、以下の会議用 URL をご覧く

ださい。https://icoforthikone.wixsite.com/info 
 
お問い合わせについては、下記の ICOFORT 国際会議事務局までご連絡ください。 
 「ICOFORT 国際会議 2018 in 彦根」実行委員会 事務局 
        コーディネーター 岡崎瑠美 
        〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 5−5 日本イコモス国内委員会内 
         TEL: +81-(0)3-3261-5303 
        E-mail:  hikone-icofort@archi-depot.or.jp 

https://icoforthikone.wixsite.com/info
mailto:hikone-icofort@archi-depot.or.jp
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