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芝浦アーバンデザイン・スクールは大学と地域が連携して都市の魅力を再発見・再検討す
るプロジェクトです。環境保全、安全安心、持続経済など都市のあり方と建築の意味がい
ま改めて問われています。教育、研究、社会貢献の３つの学びを通して建築、都市、地域
の未来を探ります。開かれた場になるようにまちづくりの国際用語アーバンデザイン
Urban design を用いています。以下で 2 年目 2014 年度の成果をお知らせします。
This set of papers is the second annual report of Urban Design School Shibaura. Shibaura 
Institute of Technology started the School in 2013 autumn as a project of Universities as the 
Center of Communites (COC) approved by Minister of  Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. The School is an academic and social program aimed at reconsidering cities and the 
built environment through education, research and service to local communities. 

1. 教育 Education

地域の建築から学ぶ設計演習
Studios Learnig from Architecture in Communities

2. 研究 Research

建築を通して都市を捉える
Explore Cities over Architecture and Built Environment

3. 社会貢献 Service

都市と地域に開かれた場
Discuss Cities with Local Communities 

2013 年度に続き 2014 年度も東京都港区と連携して芝浦・海岸地区で活動しました。こ
の地区は都心と港湾の間にあって運河を介して新旧が混在する独特の界隈です。芝浦工業
大学発祥の地であり芝浦キャンパスがあります。
Urban Design School Shibaura has worked since 2013 at Shibaura-kaigan District, Minato City, 
Tokyo. The district is transition between the business center and industrial port of the capital, 
mixed with traditional quarters and modern redevelopments within canal network.

芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科 前田英寿 桑田仁 谷口大造 篠崎道彦  大成優子
Hidetoshi MAEDA, Hitoshi KUWATA, Taizo TANIGUCHI, Michihiko SHINOZAKI, Yuko ONARI
Department of Engineering and Design, Shibaura Institue of Technology
http://murbanism.net/udss/blog 

芝浦アーバンデザイン・スクール 

文部科学省 地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）平成 25 年度～
芝浦工業大学「まちづくり」「ものづくり」を通じた人材育成推進事業
芝浦工業大学 複合領域産学官民連携推進本部 tel 03-5859-7180

社会貢献
Service

地域
Community

都市
City

建築
Architecture

研究
Research

教育
Education

Urban DESIGN School



プロジェクト演習2014 旧協働会館 現状
A historical timber house

地域の建築から学ぶ設計演習
Studios Learning from Architcture in Communities
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建築と都市のデザイン教育 Design School
アーバンデザイン・スクールはまちづくり
に必要な次の３つの力を学生が身につける
ことを教育の目標としています。①社会の
中で価値を持続する建築と空間を見抜く発
見評価力、②社会の中で価値を持続する建
築と空間を考案し創造する企画設計力、③
様々な主体と協力して力を発揮する対話協
働力。これら３つの力を備えた学生が社会
に出て行政やNPO、建築・都市開発事業、
大学院等研究機関といった公民学各方面で
活躍することを期待しています。

交流型演習 Studios in Communication
デザイン教育の柱は建築都市計画演習を地
域とやりとりしながら進める交流型演習で
す。地域の空間資源を題材に行政機関や地
元団体と意見交換しながらアイデアとデザ
インを検討し、展覧会や発表会によって成
果を公開します。学生の視野拡大はもとよ
り学外の方々が学生の提案を見て建築の可
能性を再発見することも期待しています。

都市のワークプレイス Workplace in the city
交流型演習をデザイン工学部デザイン工学
科プロジェクト演習4と8で実施しました。
同学科建築・空間デザイン領域3年次の実質
的な必修科目で各々49名53名が履修しまし
た。前期演習4は「都市のワークスペース」
を課題として港区内の業務地区の仮想敷地
にオフィスを計画しました。

旧協働会館の保全活用 Conservation
後期演習8は大学から徒歩10分に残る戦前の
木造建築「旧協働会館」を取り上げました
。港区指定文化財です。現地視察の後に軸
組模型を製作し、活用に向けたアイデアと
デザインを検討しました。両演習とも全員
の作品を本学芝浦キャンパス玄関ホールに
展示して公開しました。

プロジェクト演習2014 都市のワークプレイス
Workplace in the city, models

プロジェクト演習2014 旧協働会館 見学
Site visit

プロジェクト演習2014 旧協働会館 軸組模型
Timber frame model

プロジェクト演習2014 旧協働会館 改築案
Conversion

プロジェクト演習2014 都市のワークプレイス
参考事例の見学 Visit

プロジェクト演習2014 都市のワークプレイス
展覧会 Exhibition at Campus
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建築を通して都市を捉える
Explore Cities over Architecture and Built Environment 
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双方向型研究  Interactive Research
アーバンデザイン・スクールは３つの方法
で地域の課題を見える化することを研究の
目標としています。①地域の現状を模型・
図面・写真によって視覚的に表現する、②
地域が持つ可能性を建築・空間のデザイン
を通して検証する、③他との比較を通して
対象地域の課題を相対化する。柱となるの
が大学と地域が協力して行なう双方向型研
究です。各段階で情報交換して研究が社会
貢献につながるか点検しながら進め、展覧
会などで成果を公開し社会に還元します。

芝浦・海岸地区の調査 Fieldwork
前2013年度に引き続き都市デザイン研究室
と前田英寿教授を中心に芝浦・海岸地区を
調査しています。都市模型と建築変遷図の
他に街区単位の分析を行ないました。これ
らの成果が上記の日韓ワークショップの基
礎資料になりました。

日韓ワークショップInternational Exchange
韓国中央大学校建築学科から3・4年生8名と
教員1名が来日して本学デザイン工学科建築
・空間デザイン領域3年生8名及び教員5名と
合同でデザインワークショップを行ないま
した。日韓混合4グループが芝浦・海岸地区
を題材に都市と水辺をつなぐ建築のデザイ
ンを通して地区の将来像を提案しました。9
日間短期集中の共同作業後は日韓それぞれ
計画案を完成させてインターネット会議で
発表し合いました（2014年8～9月）。

台北訪問調査 Taipei
前2013年度に引き続き海外大都市に渡航し
てわが国の取り組みを比較考察しました。
当2014年度は台北を訪問調査しました。旧
港地区の保全型まちづくりを視察しました
。台北市が地域や大学と連携して進める
Urban Regeneration Station(URS)を訪問
しました（2014年10月）。

日韓ワークショップ2014 発表会
International Exchange, presentation

空間調査2014 芝浦・海岸地区の街区と公共空間
Fieldwork, buiding blocks and public spaces

日韓ワークショップ2014 参加者
International Exchange

海外調査2014 台北の地区保全と建築再生
Urban Regeneration Station, Taipei

日韓ワークショップ2014 敷地見学
International Exchange, site visit
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都市と地域に開かれた場
Discuss Cities with Local Communities
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多世代共学　Community Learning
アーバンデザイン・スクールは次の３つの
面から大学と地域の多世代がまちづくりを
共に学ぶ機会を設けることを社会貢献の目
標としています。①住民・行政・企業・学
生が同じ場に集まって議論する、②大学の
成果を開示して地域の反応を教育研究にフ
ィードバックする、③まちづくりの手法や
動向を大学と地域が共有する。

公開講座　Open Seminars　
前2013年度に続き東京都港区を念頭に水辺
や都心に関する公開講座を行ないました。
第1回 リアス式海岸集落の復興デザイン
　　　6月26日 東京大学窪田亜矢教授
第2回 韓国の保全型まちづくり
　　　8月22日韓国中央大学校李政恫
第3回 水辺の文化・教育論
　　　10月2日 東京海洋大学佐々木剛教授
第4回 灌漑技術と景観 アジアとオランダ
　　　10月9日和歌山大学原祐二教授
第5回 港区の自然と水環境
　　　10月16日芝浦工業大学守田優教授

展覧会と発表会　Exhibition
芝浦アーバンデザイン・スクールは節々に
成果を芝浦キャンパス玄関ホールに展示し
、地域の行事に出展しています。
2014年5月31～6月14日　都市のワークプ
レイス展覧会（プロジェクト演習4）
2014年9月28日　芝浦運河まつり（主催 芝
浦商店会・芝浦一丁目町会・芝浦二丁目町
会）に出展
2015年1月24日 大学とまちづくりシンポジ
ウムに参加・登壇（主催 芝浦工業大学）
2015年1月16～28日 2014年度報告週間
2015年3月7日 第3回アーバンデザインセン
ター会議に参加・報告
2015年3月21日 Bay Area 365 Days（主
催 港区芝浦港南総合支所）に出展

公開講座2014 灌漑技術と景観アジアとオランダ
Reconstruction of Tohoku coastal region

公開講座2014 リアス式海岸集落の復興デザイン
Revitalization of Barcelona

自治体研修2014 芝浦工業大学 前田英寿教授
Training seminar, Hidetoshi Maeda, Prof.

公開講座2014 芝浦工業大学 守田優教授
Open seminar, Masaru Morita, Prof.

報告週間2014 発表会
Presentation at Campus

芝浦運河まつり2014
Collaboration with local communities

芝浦キャンパス常設展示
Exhibition at Campus
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