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 今回の受賞論文は、縮退社会における集落の持続モデルとして、2007年能

登半島地震の被災集落を対象に進めてきた集落研究・復興研究の成果をま

とめたものである。ここでは、規範科学と実証科学の融合した設計科学として

の集落研究のモデル性を理論的に考察し、復興集落のフィールド研究を通じ

て、持続力と復元力をもった復興集落に内在するルーラル・サステイナビリ

ティの論理を明らかにしている。 

 本論文は、過疎地の被災集落が復興し、持続的な地域社会を維持していく

論理を究明しており、集落構造の構成原理、集落の持続力・復興力の解明を

めざす原論的研究と、震災復興の実態を把握し、復興計画に反映させること

をめざす実用的研究を結びつけた点に研究の特徴と意義がある。 

 
 
 
 



  筆者は、神戸大学環境計画学科生活環境計画研究室に入室以来（1979年4

年ゼミ配属、当時、早川和男教授、重村力講師、塩崎賢明助手）、生活と地域に

視座をおき、農山漁村集落が、地域社会、生活空間の基本的な構成単位であり

コミュニティ、環境を形成する計画のモデルであるという認識から集落研究を進

めてきた。その内容は、居住を軸とした、農村と都市の共生、集落の社会と環境

の一体的関係に着目した空間構造に関する地域計画研究であると自己総括し

ている。 

  筆者の能登の集落研究は、早川・重村の指導の下に進めた集落景観・土地

利用の空間構造と複合性に関する研究、奥能登沿岸集落・上大沢の研究（ある

集落の研究、1982年当時金沢大学におられた地井昭夫との輪島海士町と舳倉

島の二拠点型居住に関する研究が最初で、震災まで断続的に集落研究を継続

してきた。ここでの集落の社会・空間構造と景観・居住に関する研究の関心が、

今回の能登半島地震・被災集落研究につながっている。 
 



 論文は、本論Ⅰ部（序論・理論編）、Ⅱ部（実証編） 
及びⅢ部（参考資料）から構成されている。 
 
Ⅰ部 理論編 集落研究のモデル性と復興集落の持続力 

    ・設計科学としての集落研究 

    ・集落と居住の持続性の概念 

     －ルーラル・サステイナビリティの論理ー 

 

Ⅱ部 実証編 能登半島地震・被災集落研究 

    ・集落研究と復興研究の二面性 

    ・研究の独自性・特徴と問題意識 

    －原論的研究と実用的研究をつなぐー 

 

Ⅲ部 参考資料 建築系農村計画の発展と農村・集落モデル 

    ・農村建築研究会（1950年1月設立） 

    ・建築学会農村計画委員会（1967年1月設置） 

    ・農村計画学会（1982年） 

    ・集落研究の発展とモデルの展開 

 



  １章は、21世紀の科学論としての設計科学、建築学の計画分野における

集落研究、戦後の農村計画の展開を整理し （Ⅲ部参照）、人口減少社会に

突入した現代における集落研究の意義・モデル性について考察している。 

   ２章では、現代社会が非持続的社会であるという時代状況を示したうえで、

農村の通世代を通底するイエ、社会、文化、環境の持続性、すなわち「ルー

ラル・サステイナビリティ」の概念・論理を示し、それが震災からの復興の力

（復元力）の根底に存在していること、復興集落が縮退社会において集落

（地域）存続のモデルとなりうることを指摘している。 

  ３章,４章では能登半島地震・東日本大震災、中越地震の被災集落の復興

過程でみられた集落と居住の持続性に関する論理とその価値について考察

し、あわせて震災復興に関する計画、政策課題について論究している。 

 
 





資源の持続を中心とする 
サステイナビリティ 

➡ 

居住の持続を中心とする 
サステイナビリティ 

要点（２） 集落と居住の持続性の概念 
       ールーラル・サステイナビリティの論理ー 
 論文：居住を核とした農村の持続性、農村計画学会誌，29巻1号，2010年 
 
「環境の持続性の危機」、「社会の持続性の危機」、美しい景観や文化の「継承の危機」 

「非持続的社会」 
↓ 

「非持続的社会」の克服を現代の基本課題と認識し、 
新たな戦略的な計画概念の検討、発送の転換が求められている 



  Ⅱ部は、Ⅰ部の研究方法論を踏まえた実証編で、2007年の能登半島地

震の被災集落・道下（とうげ）を対象とする以下のテーマを扱った6編の学術

論文から成る。 

 ①震災の地域性と社会・空間構造の持続性 

 ②集落・街区・敷地の空間構造の継承性と住宅復興の実態 

 ③通世代定住と非現住世帯の空地問題 

 ④住文化の継承、住宅復興の生活文化論的検証 

 ⑤災害公営住宅によるコミュニティの持続 

 ⑥居住を核とした農村の持続性、環境、コミュニティ、生活文化   

  の持続と相互連関 

 

  



    筆者の被災集落研究は、集落研究と復興研究という２つの側面を持って

いる。前者は、住宅・集落の空間構造や共同性の構造の解明が研究課題

であり、後者は被害実態、被災者の居住動向、生活再建、復興プロセス、

住宅・集落復興、災害公営住宅供給などが研究課題となっている。前者は

構成原理や構造を解明する原論的研究、後者は計画・政策策定につなげ

る実用的研究といえる。 

    建築・地域の計画学は、本来、原理、構造を解明し（あるものを探求す

る）、その知見を計画・政策策定に繫げる（あるべきものを探求する）という

特徴をもった研究分野である。両者を結び付けた研究分野が設計科学で

あり、その確立が求められる。 

    このような問題意識から、能登半島地震の最大の被災集落である石川

県輪島市門前町道下集落を対象に研究を進めた。 

 



  能登半島被災集落研究は、集落構造と居住に関する集落研究と過疎地域における震災復興
研究の二面性がある。そして２つの軸がクロスしている点に本研究の独自性と特徴がある。 

  震災復興研究では、通常、震災の被害状況の把握、復興課題の把握からすすめられることが
多い。震災前の課題解決を含む復興計画課題設定がなされることもあるが、集落の社会・空間
構造の把握を行い、その構成原理・変容法則を踏まえた被災の実態・原因分析、さらに復興計
画の策定へとつなげるケースは稀である。現実には、被災した場所を更地にして、白紙から復
興計画をたてる場合が多い。地域を熟知していない行政や業者・プランナーの描く復興計画は、
場所性や地域性、計画敷地と集落構造との関係性への配慮を欠くことが多い。 

  それに対して地域住民や地元業者、集落といった生活主体・地域主体による自力復興や彼ら
の復興に対する要望に基づく計画には、生活の論理、地域の論理が隠れている。被災集落の
復興プロセスから、生活主体、地域主体による復興の要求を読み取り、その論理を、計画や政
策に反映させることが重要である。その際、科学的に集落の空間構造とその構成原理・発展法
則を把握し、それを復興に結び付ける計画論の構築、実践が必要である 

  過疎化が急速に進展し地域崩壊が加速するという一般論・ジャーナリズムの予測では、被災
集落を＜消滅モデル＞としてみている。それに対して、復興過程にみられる集落と居住の持続
力・復元力を解き明かすことで、＜持続モデル＞としての集落像が明らかにできるはずである。
ルーラル・サステイナビリティの論理、集落と居住の持続性の概念の明晰化によって、新たな集
落の計画モデルが描ける。これが本研究の問題意識であり仮説である。 

                       以下 収録論文①ー⑥の概要・知見を示す。 
 

 

 



・能登半島地震は、過疎地域の震災である。 
 最大の被災集落は、輪島市門前町諸岡地区（旧々村）の道下集落で、以下の特色   
   がある。 
   約300戸の諸岡地区の中心集落／全壊が約100戸と甚大な被害 
    超高齢化集落：高齢化率 65歳以上65％、75歳以上40％ 
        江戸時代に計画的に集落整備された集落で、集落・街区・屋敷地の空間構成 
   パターンが存在。 
・震災当初は被災者の人口流出が懸念 
 →結論から言えば、震災後の転出者は４戸で、逆に転入が10戸程度あった。 

能登半島地震・被災地域の分布と住宅被害状況 
（輪島市、旧市町村別）  

輪島市における罹災状況と住宅復興の概況 
（2008年8月時点）  

概要・知見 ①-1 研究対象地域の概要ー震災復興の地域性 
              （能登半島地震被災集落・道下の地域性と震災復興）  



・集落の復興計画の主体：自治会（震災後、復興協議会が行政の要望で設けられた） 
・空間整備の要求も伝統的な集落空間の構造を継承・発展するもの 
・復興計画の推進：既存の集落組織が大きな役割 
・住民を主体とした復興計画：伝統的な集落の空間構造との対応が明確で、集落空間の 
 文脈を継承、発展させた計画（集落発展型復興計画） 
 
→道下集落の復興： 
 集落の社会的、空間的な構造をベースにそれと密接な関係をもって進められた。 

「集落のコミュニティと空間構造の持続性」 「計画を通じた地域性の持続」 

道下区 復興まちづくり計画図（2009年2月）  道下集落における町内会と空間構成の模式図  

① -2  復興における集落の社会・空間構造の継承性 
        



 江戸時代に集落が計画的に整備され、集落の骨格となる本通りとそれに取り付く  
 街路、屋敷地には明確な空間構成のパターンが存在。 
 道下集落の伝統的な空間構造の特徴と住宅復興の関係、道下集落における近  
 世・近代から現代に至る定住動向、集落の歴史的、空間的特性と震災復興の関係  
 について分析、考察。➡構造的な関係の存在。 

屋敷地の空間構成の基本パターンと本町通りの沿道土地利用  

②-1  集落・街区・敷地の空間構造とその継承 
      （能登半島地震被災集落・道下の住宅復興の実態（震災後2年の復興過程） 
       －道下集落の伝統的空間構成と復興住宅の屋敷地利用パターンの特徴に着目して－）  



震災２年後の住宅復興タイプ－屋敷地の従前土地利用と復興住宅の対応と住宅規模からの分類  

②-2 敷地の空間構造の継承と住宅復興パターン 
     



③-1  世代を超えた定住、居住継続の意識ー通世代定住 
        （能登半島地震被災集落・道下における通世代定住と非現住世帯の空地問題 
         －『昭和絵図』以降の居住動向と集落変容に着目して－） 

・集落居住は一世代をみてもわからない。通世代の時間スケールが重要。 
 転出してもイエ・集落との関係を維持する非現住世帯の存在が鍵。 
 被災集落の空地問題 → 非現住世帯の土地管理問題という性格 
・非現住世帯が集落社会の存続、継続に如何に関わるか 
 集落環境の維持、管理に如何に関与するか 
・非現住者の土地の管理を担う現住者も高齢化しており、問題はさらに深刻 

1935年以降の居住動向分析図（1935年、1977年、2007年の比較）  



■震災後の道下集落の空地と復興の実態 
・299世帯中、非現住世帯が55 
・非現住世帯の所有する空地が集落の空地（区画数）の約6割 
・非現住者の空地の今後： 
 現状維持が最も多いが、非現住者の属性（数世代にわたって居住してきた家
か近年転入してきた家かの違いなど）や空地の立地（本町通りか否かなど）に
よってもその利用、管理の方向が異なることが把握できた。特に本町通りの空地
を所有する非現住世帯には江戸時代以来の居住が確認できる旧家が多く、土
地の保有意識・地域貢献意識が高いことがわかった。 

1935年、1977年、2007年(震災前)の居住動向  

非現住者の土地を 
隣の住民が美しく管理する空地 

③-2  非現住世帯の空地問題 
         



しつらえの様子（I邸）  

■祭に現れる生活文化 
 集落の空間構造が可視化され、伝統的な住宅だけでなく復興住宅（再建・修
復）においても、通りに面してザシキや縁を設け、玄関を引き戸にし、お供えが
可能となるように祭りという生活文化を反映したものとなっている。  

④-１  住文化の継承、祭と住居 
    （能登半島地震・被災集落における住宅復興の生活文化論的検証 
         －拡大家族着目した居住と地域の持続性の論理－） 
     

夏祭りの順路（2009.7調
査）  



④-２  住文化の継承、住宅復興の生活文化論的検証   
    世帯の住宅ではなくイエの住宅  日常2人、正月10人のイエ 
      

調査復興住宅一覧（平面図・ヒアリング項目まとめ、2010.10） 



⑤-1  災害公営住宅によるコミュニティの持続 
           （能登半島地震後の住宅復興施策の展開と災害公営住宅 
     －輪島市門前町道下集落の災害公営住宅を事例として－） 

・中心集落と周辺集落の一体的で相互補完的な関係の維持が重要である。 
 
→ 旧門前町諸岡地区（旧村）の中心集落である道下集落に立地した災害公営住 
  宅を対象に、入居者の道下（近隣や集落・町内会）との関係や出身集落・実家と 
  の関係に着目 

災害公営住宅の立地および 
松風台災害公営住宅転入世帯の震災前居住地  道下の自己所有地提供型災害公営住宅  



能登半島地震の住宅復興施策の展開を把握し、道下集落の災害公営住宅の実態を明らか
にした。以下住宅復興施策及び災害公営住宅の評価しうる点、注目すべき点を示す。 
 
1）住宅復興の中心は自力再建であった。それには改正された被災者生活再建支援制度や  
 能登半島地震復興基金による能登ふる事業による住宅復興支援が寄与したと考えられる。 
2) 能登半島地震の住宅復興では、被災者の住宅再建希望の把握が迅速・的確に行われた。 
 特に震災後1年で災害公営住宅入居者が特定できたことから、入居者の住宅に対する   
 希望が一部取り入れられ、きめ細かな対応ができた。災害公営住宅は10戸程度の小規模 
 な団地で、木造戸建て住宅を基本に供給されたこと、被災者の従前居住地との関係にも 
 配慮されたこと等の特色がある。 
3)道下集落の災害公営住宅入居者の特徴:・単身高齢者、高齢夫婦が多く、全員が旧門前 
 町の居住者であったこと、・従前居住地や仮設住宅入居時の人間関係が維持され、従前 
 居住地の土地を管理している場合が多いこと。 
 中心集落である道下集落に震災後新たに建設された災害公営住宅が被災者の生活再建 
 （恒常的住宅の確保、日常生活の維持）に寄与したことはいうまでもないが、周辺集落に 
 残した土地の管理（環境）やコミュニティとの関係も維持されていた点は注目すべきである。 
4)自己所有地提供型災害公営住宅は、能登半島地震の災害公営住宅ではじめて登場した 
 施策である。これは市に売却した土地に戸建ての公営住宅が建つというユニークな試み 
 で、数年後に買い取ることも想定して考案されたものであり、注目すべき事例といえる。 
 

⑤-2  災害公営住宅によるコミュニティの持続 
      



⑥ 居住を核とした農村の持続性 
   ー環境、コミュニティ、生活文化の持続と相互連関ー 
  （ 農村計画学会誌，29巻1号，2010年 
居住を核とした農村の持続性に関する試論 
   －環境、コミュニティ、生活文化の持続と相互連関－） 

ルーラル・サステイナブル モデル 
 （道下集落の場合） 

■知見 
道下集落の復興にみられた農村の持続性は、社会と文
化と環境の継続・継承・発展と相互連関の構図のもとに
成立している。その総体がルーラル・サステイナビリティ
である。 
 復興集落でみられた居住の持続性は、農村の通世代に
わたる居住の継続の意志とイエと集落との関係を維持す
るための多様な居住形態の工夫が、集落の復興と存続
の大きな原動力となっており、居住の持続が、生活文化、
集落社会、集落環境の維持・持続につながっている。 
 
■課題 
これまでに多くの農村集落が，崩壊すると予測され，存続
の危機が叫ばれてきた。しかし多くの農村集落は生き続
けている。 
  そこに内在している農村の持続性の論理を解き明かし，

それを尊重，継承，発展させる計画論を構築すること。農
村地域に内在する環境・社会・文化の価値を継承発展さ
せる計画論を確立することが重要である。 
  



  Ⅲ部は、本研究の土台となる建築系農村計画の発展段階を整理した論説を収録
した参考資料（編）である。 
 
１．論説  戦後、建築系農村計画の発展過程 
        ―創生期の農村建築研究会、『農村建築』第116号、2012.3 
２．解説  建築系農村計画 大系化レポート’98、 
       農村建築』第106・107号、1998.6 
３．論説  農村地域づくりの持続性 
       ―「ルーラル・サステイナビリティと農村計画」編集意図, 
       農村計画学会誌、2014.9 
  解説 「ルーラル・サステイナビリティと農村計画」、農村計画学会、2014.3 

 
 ここでは戦後、建築学の計画分野の創生期に大きな役割を演じた農村建築研

究会、建築学における農村計画研究の中核である農村計画委員会、農村地域
を対象とする学際的性格を有する農村計画学会における農村の捉え方とモデ
ル性に着目し、建築系農村計画の展開,主要な理論の体系化の試み、集落論
を整理した。 
 

１ 



補足 研究の土台  ー  建築学会農村計画委員会・農村建築研究会・ 
                     農村計画学会での研究活動      

 
（下記、筆者が編集責任者として関わった主な成果） 

 



■集落空間計画及び農村計画の大系化 （前頁上段 写真参照） 
     集落空間計画 ワーキングレポート‘８６ 
       （農村計画委員会集落部会 主査 重村力、幹事 富樫・河野）１９８６年 
     図説 集落－その空間と計画、日本建築学会編、都市文化社 
           （農村計画委員長 青木正夫、主査 重村力、幹事 富樫）１９８９年 
     日本の集落景観   
        （日本建築学会集落計画小委員会 主査 藤本信義）１９９２年 
     建築系農村計画 大系化レポート‘９８  
        （日本建築学会農村計画委員会 第8代委員長 地井昭夫）１９９８年 
■農村計画の研究組織の系譜 （前頁下段 写真参照） 
      農村建築研究会（初代代表 今和次郎 1950年1月設立） 
     復刻「農村建築」（1950-1963）、全8巻、１９９８年 
     「農村建築」 農建50周年企画・特集号、１９９６年ー２００１年 
       （農村建築学会 第5代会長  富樫頴）     
    日本建築学会農村計画委員会（初代委員長 竹内芳太郎、1967年1月設立） 
    農村計画委員会30年の軌跡と新たな展開、１９９８年 
            （農村計画委員会 第9代委員長 重村力） 
            農村計画学会（初代会長 長崎明、1982年設立） 
       農村計画学会設立３０周年記念誌「ルーラル・サステイナビリティと農村計画」、２０１２年 
            （農村計画学会 15期会長 三橋伸夫、16期会長 山路永司） 
■その他 震災関連 学会共同研究レポート・出版物 
     阪神・淡路大震災調査報告ー建築編-10、都市計画、農漁村計画、丸善、1999年 
     農山漁村集落における自然災害復旧支援計画に関する研究 
       （特別研究37、建築学会特別研究委員会 委員長 伊藤庸一）2007年 
     国土の災害復興ガバナンスー震災復興に向けた農村計画学会緊急討議2011.4.9ー 
       （農村計画学会 大震災復興特別委員会）2011年4月 
 

注） これまで筆者は、主に建築学会農村計画委員会、農村計画学会、農村建築研究会を拠点に
学会活動、論文発表を行ってきた。上記の学会活動を通じて、共同研究の機会を得、有意義な経
験を積むことができた。建築学会に農村計画委員会が設立されるまで、建築計画、農村計画の活
動拠点であった創生期の農村建築研究会の研究（『農村建築』第105号（1998年）、第116号（2012
年）、農村計画委員会編『建築系農村計画 大系化レポート‘98』（『農村建築』第106.107合併号、
1998年）「農村計画委員会30年の軌跡と新たな展開」（日本建築学会農村計画委員会春季学術研
究会資料集、1998年）、農村計画学会設立30周年記念誌『総説 ルーラルサステイナビリチィと農
村計画』（農村計画学会、2012）」の企画・編集への参加経験が、本論文の背景の一つになってお
り、今回の受賞論文は農村計画分野の共同研究の成果に負うところが多い。 
 
 



 
    これまでに多くの農村集落が、崩壊すると予測され、存続の危機が叫

ばれてきた。しかし多くの農村集落は生き続けている。集落には、都市と
は異なる価値と社会、環境を維持・活用する論理が存在している。住み
続けることの論理、イエとムラを守る論理が集落の持続性を支えている。
そこに内在している農村の持続性の論理を解き明かし、それを尊重、継
承、発展させる政策と計画の理論を構築することが本研究の大きな目標
だった。 

    筆者は、この研究で農村地域に内在する環境・社会・文化の価値を継
承発展させることが、居住を持続させる要因となり、居住の持続によって
農村地域が持続性を獲得できるという相互依存の構図を描きたかった。
その目標が達成できたとは言い難いが、これからも探究していきたい。 

 

 最後に、計画学は価値を創造する学問であり、規範科学・計画科学であ
ることを改めて確認し、総括の言葉としたい。 

 

 



 
論説１ 集落のモデル性と集落の持続力 
     ―設計科学として集落研究の展開と非持続社会の集落モデル、   
     日本建築学会、総合研究誌、2012.2  
論説２ 集落の規範 
     (都市と建築をつなぐ-何が都市空間をつくっているのか4-規範,<特集>) 
     建築雑誌 122(1568), 2007.11  
論説３ 集落居住の持続性と家・コミュニティ・生活文化の継承、 
     日本建築学会農村計画部門研究協議会資料、2011年度  
論説４ 震災と減災文化、 
     建築と社会、2012.2 
論説５ ルーラル・サステイナリティの論理―農村の持続性― 
     日本建築学会SED特別委員会合同・研究協議会資料、2012年度 
学術論文 中越地震被災集落・竹之高地の居住動向とコミュニティの持続性 
     － 震災後の竹之高地町内会の再編と活動実態に着目して－ 
         日本建築学会住宅系研究報告会論文集，2013 

Ⅰ部 序論 集落研究のモデル性と復興集落の持続力  



①学術論文１．（震災復興と地域性） 

  山崎寿一 

  能登半島地震被災集落・道下の地域性と震災復興 

  日本建築学会計画系論文集，第74巻，第646号，2009年 

②学術論文２．（伝統的空間構造と住宅・集落復興） 

  山崎寿一、中川和樹 

  能登半島地震被災集落・道下の住宅復興の実態（震災後2年の復興過程） 

  －道下集落の伝統的空間構成と復興住宅の屋敷地利用パターンの特徴に着目して－ 

  日本建築学会計画系論文集，第75巻，第651号，2010年 

③学術論文３．（通世代定住と空地問題） 

  山崎寿一 

  能登半島地震被災集落・道下における通世代定住と非現住世帯の空地問題 

  －『昭和絵図』以降の居住動向と集落変容に着目して－ 

  日本建築学会計画系論文集，第75巻，第657号，2010年11月  

 



④学術論文４．(生活文化・住文化の継承) 

  山崎寿一、山口秀文、久保佳与子、大倉克男、金斗煥  

  能登半島地震・被災集落における住宅復興の生活文化論的検証 

  －拡大家族に着目した居住と地域の持続性の論理－ 

  住宅総合研究所研究報告集、2012.3 （住宅総合研究財団 研究選奨） 

⑤学術論文５．（災害公営住宅によるコミュニティの持続） 

  山崎寿一、手邊徹、金斗煥  

  能登半島地震後の住宅復興施策の展開と災害公営住宅 

  －輪島市門前町道下集落の災害公営住宅を事例として 

  日本建築学会計画系論文集 76(660), 2011-02  

⑥学術論文６．（総括論文：居住の持続性） Ⅰ部2章と一部重複 

  山崎寿一 

  居住を核とした農村の持続性に関する試論 

  ―環境、コミュニティ、生活文化の持続と相互連関－ 

  農村計画学会誌，29巻1号，2010年 

 



１．論説  戦後、建築系農村計画の発展過程 
        ―創生期の農村建築研究会、 
       『農村建築』第116号、2012.3 
２．解説  建築系農村計画 大系化レポート’98 
       農村建築』第106・107号、1998.6 
３．論説  農村地域づくりの持続性 
       ―「ルーラル・サステイナビリティと農村計画」編集意図 
       農村計画学会誌、2014.9 
  解説 「ルーラル・サステイナビリティと農村計画」 
       農村計画学会、2014.3 

 



 筆者の恩師である神戸大学名誉教授の早川和男先生、重村力先生、豊

橋技術科学大学・大阪市立大学奉職時の上司であった（故）紺野昭先生、

（故）三宅醇先生、（故）富樫頴先生の学恩と、建築学会農村計画委員会、

農村計画学会、農村建築研究会、住宅研究会でお世話になった諸先生方、

諸先輩、集落調査を共にした神戸大学生活環境計画研究室の学生諸氏、

山口秀文神戸大学助教に対して深く感謝いたします。 



  

  Awarded series of research work challenged to define sustainable model for 
shrinking society in under populated rural district where suffered by 2007 Noto 
Peninsula earthquake disaster in Japan. Author’s rural planning research has 
focused on structure of Places which allow co-existence of city and rural area as 
well as holistic relationship between village society and surrounding environment. 
Especially, research has focused on suffered rural village’s structure, recovery of 
houses and villages as well as sustainability and resilience of rural village and 
community.  
  Research consists of three parts. First chapter present rural planning research 
methodology in the field of Architectural Planning studies as well as current goals 
and meaning for rural village studies. In Second chapter, regional character of 
disaster recovery of rural villages suffered by 2007 Noto Peninsula earthquake 
analyzed and sustainability theory of regional society over generations revealed. 
Third chapter presents chronological history of rural planning in the field of 
Architectural Planning.    
  In summary, author’s accumulated research work challenged to establish new 
rural and regional planning methodologies in the field of Architectural Planning 
studies, and contribute towards creation of sustainable society and environment 
in the future. 
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