大学連携による教育プログラム「都市アーキビスト会議」の企画および実践
教育の効果
都市調査を中⼼としたインターカレッジ・スタジオワーク
「都市アーキビスト会議」は、都市デザインと都市のための建築をデザインするための⼿法を学ぶこと
ができる教育プログラムで，３年⽣以上の学部⽣と院⽣が研究室単位またはグループで参加することを
想定したインターカレッジ・スタジオである。⼤半は建築計画や建築デザインを専攻する学⽣であるが，
都市計画や都市政策を学ぶ学⽣や教員，専⾨家，実務者が参加する。
「都市アーキビスト会議」として 6
年間取り組み，前⾝の「京都建築スクール」を含めると 13 年間毎年開催している。直近の 2021 年は 13
校 14 チーム，約 120 ⼈の学⽣が参加した。
2021 年参加校（14 校 15 チーム）
⼤阪⼯業⼤学 朽⽊研究室／⼤阪産業⼤学 松本・吉原・和多⽥チ
ーム／⼤阪市⽴⼤学 ⼩池研究室／岡⼭県⽴⼤学 ⻄川研究室／
関⻄学院⼤学 ⼭根研究室／京都⼤学 柳沢スタジオ／京都建築
専⾨学校 池井・⿂⾕スタジオ／京都⼯芸繊維⼤学 阪⽥研究室
／近畿⼤学 松岡研究室／神⼾⼤学 槻橋研究室／神⼾芸術⼯科
⼤学 畑研究室／滋賀県⽴⼤学 川井・芦澤スタジオ／滋賀県⽴
⼤学 ⽩井・⼭崎スタジオ／奈良⼥⼦⼤学 ⼭本研究室／⿓⾕⼤
学 阿部ゼミ（詳細）
※2020 年：13 校 14 チーム
年：11 校 12 チーム

2019 年：14 校 15 チーム

2017 年：12 校 12 チーム

2018

2016 年：8 校

8 チーム参加
2021 年の開催⽇程
※ZOOM と Google Classroom によって開催
4 ⽉ 17 ⽇

カンファレンスⅠ：課題説明，レクチャ

5 ⽉ 7 ⽇〜11 ⽇
5 ⽉ 29 ⽇

ハッカソンⅠ：調査対象の発表，事前調査

カンファレンスⅡ：アーカイブの発表

6 ⽉ 17 ⽇〜20 ⽇ ハッカソンⅡ：かたの設計の発表
7 ⽉ 18 ⽇

カンファレンスⅢ：かたの適⽤の発表

2019 年度のカンファレンスⅢ

2016-18 年「宿泊」をテーマとした全調査対象
登録ホテル，ユースホステル，国⺠休暇村，ラグジュアリーホテル，ラブホテル，温泉宿，ビジネスホテル，イベント泊
（⾼校野球等），⽇雇い労働者向け簡易宿所，カプセルホテル，リゾートホテル，インシデント泊（仮設住宅，⾞中泊等），
貸別荘，⺠泊，農家⺠泊，ゲストハウス，まちやど，アートイベント泊，インスタントホテル，宿泊特化型簡易宿所，ネッ
トカフェ，医療泊（医療ツーリズム），キャンプ／グランピング，⽼舗ホテルのロビー
2019-2021 年「駅」をテーマとした全調査対象
えきまち，沿線開発，産業⽤途路線，⾏楽地路線，港湾鉄道，新線・新駅，終端駅（ターミナル）
，無⼈駅，廃線・廃駅，
駅の名称，駅前，駅前商店街，駅裏，駅のファサード，プラットホーム，コンコース（⾃由通路）
，キャノピー，ターミナ
ル空間，⾼架下，地下街，⾞窓の⾵景，駅近タワーマンション

活動の⽬的と⽅法
この活動の⽬的は、さまざまな教員・学⽣が都市に対して互いに議論し刺激をあたえ合うことにより、
都市デザインのアイデアや⽅法を積みあげ、社会に対して提案性の⾼い成果をめざすことである。そのた
め現在の都市をより深く知るための調査をグループで⾏い，データベース(「アーカイブ」)を作成し共有
する。また，そうした都市の知識を活かし，都市⽣活のための建築デザインのプロトタイプ(「かた」)を
提⽰する。以上により，都市の調査⼿法等の学修，都市のための建築設計のトレーニングを実践し，都市
に対する幅広い知識を修得する。またそれらを蓄積し広く共有することを⽬的とする。

2016-18 年に三年間開催した「宿泊」をテーマにしたアーカイブの一覧。日本の観光と宿泊形態の変遷をまとめ，幅広いジャンルの宿泊
形態のアーカイブを試みた。赤字が 2016 年度，緑字が 2017 年度，青字が 2018 年度のアーカイブ対象

教育上の創意⼯夫
⼀年の活動のながれとねらい
4 ⽉から 7 ⽉までに，3 回のカンファレンスと 2 回のハッカソン（⼩規模なセミナー）を開催し，事前
調査，本調査，かたの設計，かたの適⽤を発表・ディスカッションする。カンファレンスでは，専⾨家や
研究者によるレクチャを実施する。各チームは時代や地域，⽤途等を絞り込んで，⾃らのアーカイブ対象
の特性を把握し，他チームの都市調査の進捗・⽅法を共有しながらスタジオを進める。3 年間は同⼀テー
マ（2016〜18 年は「宿泊」、2019〜21 年は「駅」
）でアーカイブを⾏い，前年のアーカイブを⽣かした調
査、かたの提案をおこなう。

一年間の「都市アーキビスト会議」のながれと各フェイズでの活動のねらい

アーカイブのための実地調査

公開で実施されるカンファレンスⅢの風景：アーカイブ～かたの適用を模型とパネルでプレゼンテーションする

プロトタイプ（
「かた」
）のデザイン
調査した内容をアーカイブし，データベースとして活⽤するために，複数のメタデータを付して分類す
る。この分類の⽅法を考える中で，参加者が現在の都市空間や都市の⽣活で実感している「こう変わった
らいいな」とか「こう変えたらもっとよくなる」といった，デザインする者の視点を採りいれることを積
極的に促す。アーカイブした総体を，都市⽣活でおこなわれる基本的な活動のパターンや，都市デザイン
のツールにつながる建築エレメントや原型に分類しなおすことが，かたのデザインにつながる。都市⽣活
の「かた」や都市空間，建築空間の「かた」を分類し，ひとつの構築物として組みあげることがかたのデ
ザインのフェイズでおこなう活動である。
新しい分類法をデザイン・ツールとして整理した上で，複数の，または広域の敷地や状況に適⽤し，有
効なツールであるかを検証するのが「かたの適⽤」のフェイズとなる。設計するエリアを明確にしたうえ
で，複数の場所や場⾯で成⽴しうるかたを明確にし，かたを適⽤するよって対象地域や対象とする状況に
おいていかなる反応を引き起こすかを想像し，かたの有効性を確認するという⼿順を踏む。かたの設計、
かたの適⽤においては以下のような提出物の例を提⽰している。
かたの設計における提出物要件：
タイプ 1: かたのすべてが提⽰されたカタログ（またはマトリクス）を作成する
1. 1 ㎡以上の紙⾯のマトリクス，または冊⼦化された 50 ⾴以上のカタログ
2. カタログ（またはマトリクス）に取り上げたすべての部分模型
3. レジュメ（図表を含める）テキスト 600 字以上

A4×1 枚 両⾯プリント

タイプ 2: かたの適⽤を計画対象地全域または対象駅全てに⾏い，図⾯化する
1. 全域の計画図⾯

かたの内容がわかる程度の 1 ㎡以上の紙⾯

2. 全域の模型
3. レジュメ（図表を含める）テキスト 600 字以上

A4×1 枚 両⾯プリント

タイプ 3: 複数の（かたの有効性が確認できる数の）サイトにかたを適⽤して，かたのバリエーションを提⽰する
1. 適⽤したサイトも含めた全体配置図
2. 各サイトの計画図⾯，模型
3. レジュメ（図表を含める）テキスト 600 字以上

A4×1 枚 両⾯プリント

「駅」空間のアーカイブの例：2020 年に近畿大学チームが実施した大阪府下全駅のキャノピーの形状と都市空間のマトリックス（抜粋）

かたのデザイン例：キャノピーの形状とキャノピーと関連すると思われる駅の所在する都市の特徴との関連をみつけ，かたを導き出す

教育活動としての周知と教育活動を通した社会への貢献の程度
アーカイブ集の出版
毎年スタジオワークを経て，最
終のカンファレンス後の 8 ⽉か
ら各チームのアーカイブを整理
し，アーカイブ集出版のための
編集作業には学⽣も参加する。
テーマごとに三年に 1 冊の出版
するペースで，現在の都市の状
況や都市のリサーチの⽅法論に
ついて学ぶ機会となる。2016 年
の 宿 泊の アー カ イブ つい て は
『都市を予約する』というタイ
トルで 2018 年に刊⾏した。アー
カイブに加えて専⾨家にインタ
ビューを実施し，教員や専⾨家

2016 年の都市の宿泊をアーカイブした『都市を予約する』
（都市アーキビスト会議著，建築資料研究社，2018）

による論考，取材した宿泊施設を掲載した。また 2022 年度のスタジオの活動と平⾏して，三年分のアー
カイブをまとめた「宿泊」と「駅」の各号について編集作業を進める予定である。

「都市アーキビスト会議」参加チーム (2018〜2021)

2021 年

2019 年：

⼤阪⼯業⼤学 朽⽊研究室｜朽⽊順綱

⼤阪⼯業⼤学 朽⽊研究室｜朽⽊順綱

⼤阪産業⼤学 松本・吉原・和多⽥チーム｜松本裕，吉原美

⼤阪産業⼤学 松本研究室｜松本裕

⽐古，和多⽥遼

⼤阪市⽴⼤学 ⼩池研究室｜⼩池志保⼦

⼤阪市⽴⼤学 ⼩池研究室｜⼩池志保⼦

岡⼭県⽴⼤学 ⻄川研究室｜⻄川博美

岡⼭県⽴⼤学 ⻄川研究室｜⻄川博美

関⻄学院⼤学 ⼭根研究室｜⼭根周

関⻄学院⼤学 ⼭根研究室｜⼭根周

京都⼤学 柳沢スタジオ｜柳沢究

京都⼤学 柳沢スタジオ｜柳沢究

京都⼯芸繊維⼤学 阪⽥研究室｜阪⽥弘⼀

京都建築専⾨学校 池井・⿂⾕スタジオ｜池井健，⿂⾕繁礼

近畿⼤学 松岡研究室｜松岡聡

京都⼯芸繊維⼤学 阪⽥研究室｜阪⽥弘⼀

神⼾⼤学 槻橋研究室｜槻橋修

近畿⼤学 松岡研究室｜松岡聡

神⼾芸術⼯科⼤学 畑・萬⽥・⼩浦研究室｜畑友洋，萬⽥隆，

神⼾⼤学 槻橋研究室｜槻橋修

⼩浦久⼦

神⼾芸術⼯科⼤学 畑研究室｜畑友洋

滋賀県⽴⼤学 川井・芦澤スタジオ｜川井操，芦澤⻯⼀

滋賀県⽴⼤学 川井・芦澤スタジオ｜川井操，芦澤⻯⼀

滋賀県⽴⼤学 ⽩井・⼭崎スタジオ｜⽩井宏昌，⼭崎泰寛

滋賀県⽴⼤学 ⽩井・⼭崎スタジオ｜⽩井宏昌，⼭崎泰寛

奈良⼥⼦⼤学 ⼭本研究室｜⼭本直彦

奈良⼥⼦⼤学 ⼭本研究室｜⼭本直彦

兵庫県⽴⼤学 ⽔上研究室｜⽔上優

⿓⾕⼤学 阿部ゼミ｜阿部⼤輔

⿓⾕⼤学 阿部・⽊村ゼミ｜阿部⼤輔，⽊村慎弥

2020 年

2018 年：

⼤阪⼯業⼤学 朽⽊研究室｜朽⽊順綱

⼤阪⼯業⼤学 朽⽊順綱研究室｜朽⽊順綱

⼤阪産業⼤学 松本研究室｜松本裕

⼤阪⼯業⼤学 前⽥茂樹研究室｜前⽥茂樹

⼤阪市⽴⼤学 ⼩池研究室｜⼩池志保⼦

⼤阪産業⼤学 松本裕研究室｜松本裕

岡⼭県⽴⼤学 ⻄川研究室｜⻄川博美

⼤阪市⽴⼤学 ⼩池志保⼦研究室｜⼩池志保⼦

関⻄学院⼤学 ⼭根研究室｜⼭根周

京都建築専⾨学校｜⿂⾕繁礼、池井健

京都⼤学 柳沢スタジオ｜柳沢究

京都⼤学 ⽥路スタジオ｜⽥路貴浩

京都⼯芸繊維⼤学 阪⽥研究室｜阪⽥弘⼀

京都⼯芸繊維⼤学 阪⽥弘⼀研究室｜阪⽥弘⼀

近畿⼤学 松岡研究室｜松岡聡

神⼾芸術⼯科⼤学 畑友洋研究室＋萬⽥隆研究室＋⼩浦久

神⼾⼤学 槻橋研究室｜槻橋修

⼦研究室｜畑友洋、萬⽥隆、⼩浦久⼦

神⼾芸術⼯科⼤学 畑・萬⽥・⼩浦研究室｜畑友洋，萬⽥隆，

近畿⼤学 松岡聡研究室｜松岡聡

⼩浦久⼦

滋賀県⽴⼤学 川井操研究室｜川井操

滋賀県⽴⼤学 川井・芦澤スタジオ｜川井操，芦澤⻯⼀

東北⼯業⼤学 ⽵内泰研究室｜⽵内泰

滋賀県⽴⼤学 ⽩井・⼭崎スタジオ｜⽩井宏昌，⼭崎泰寛

⿓⾕⼤学 阿部⼤輔ゼミ｜阿部⼤輔

奈良⼥⼦⼤学 ⼭本研究室｜⼭本直彦
⿓⾕⼤学 阿部・⽊村ゼミ｜阿部⼤輔，⽊村慎弥

2009 年〜2021 年参加チーム累計 109，参加学⽣累計 約
1300 名

