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この度、駒場先端研にあったもう一つの西村研が幕を閉じることとなりました。本郷にいるだけでは見えてこない、そこにあった研究生活を紐解きます。

駒場西村研の系譜

text_HAMADA/M1

Genealogy of Urban Design Laboratory in Komaba

---------------------------- かつてのメンバーより
席が広くなる。駒場に移ったのはそんな小さな
理由からでした。移ってみると駒場での生活は
想像以上に快適で、ご飯を食べながら研究の相

談をしたり、留学生とお国柄の話をしたりなど、
楽しい毎日でした。そのせいで 1 年長く居座っ
松井大輔先生
新潟大学工学部
建設学科 助教
（当時）博士課程学生

▲
鈴木さんが 5 年かけて
元気に育てられたベン
ジャミンとパキラは博
士 3 年の児玉さん家へ
◀松井先生引越しの日

駒場で西村研の黎明期より人々の移り替わりを見守り続けてきた秘書の鈴木麻記子さん。
一度でも来たメンバーは忘れない、そんな鈴木さんからお話をお伺いしてきました。
＞研究室の雰囲気について

最初は人がいなくてがらーんとしていました。年度の初めに大西研から譲り渡され、来た時は普通の
オフィスみたいでした。その時置いて行かれてたものがまだずっとここに。そのあとだんだん人が密
になっていって、みんなでご飯食べるようになりました。論文を書いている学生さんと夜ご飯一緒に

究室に、最初は、私と秘書の鈴木麻記子さんと
二人の日々もありましたが、徐々に本郷と二重

みなさんの研究にも良い影響を与えていたのかもしれませんね。
＞どのような研究環境でしたか。

野原卓先生

「広い」の一言。西村研は結婚して子育てする人も多いんですね。お子さん連れで打ち合わせに来て

横浜国立大学大学院
都市イノベーション研
究院准教授

いる方もいらっしゃいました。それもスペースがあればこそだったかも。

（当時）
東京大学先端科学技術
研究センター助教

生活する研究室メンバーと場所をシェアして、
大きな部屋を利用して模型を作ったり、イタリ
アンレストランやキッチンカーでのランチした
り、山手線外側の駒場のゆとりある空気を吸っ
て楽しく暮らしていました。実際には、多くの
時間、論文執筆のために自室にこもりきってい
ましたが（笑）、とても楽しい想い出です。

2016 年 3 月
都市保全システム分野
西村研究室 閉室

2013 年 4 月
西村先生
先端科学技術
研究センター
所長ご着任

2008 年 4 月
都市保全システム分野
西村研究室 開室

所長としての西村先生

究室の雰囲気づくりをしています。

学生を採用していなかったので、とても広い研

に連れ立って行く様子は本当に仲の良い家族のようでした。何でも相談できる関係が育まれたことは

駒場西村研
系譜

ようになってからは、あの頃の駒場を目標に研

配属になったのは 2008 年 4 月。こちらでは

野原先生や永瀬先生など先生方と学生さんたちの関係も見ていてとても素敵でした。みんなでランチ

と思いますが、実態はこんな感じです、怖くないです。( 笑 ) こんな私ですが、よろしくお願いします。

気がとても好きで、新潟で自分の研究室を持つ

先端研研究室 ( 都市保全システム分野 ) に私が

トホームな雰囲気でした。学生さん達は学年を超えて密に交流していたのが良い印象で残っています。

( 知ってる方は ) ほとんど卒業されている方が多いですが、私の名前だけ知ってらっしゃる方もいる

明るく楽しみながら真剣に研究するという雰囲

私は、博士課程の約 2 年半（2009 年 4 月から
2011 年 9 月まで）
、駒場の西村研にお世話に
なりました。駒場西村研創設期メンバーの一人
です。広大なスペースを存分に有効活用すべく、
学生でありながら、机を２つ、大きな本棚も２、
３つ使わせて頂き、大変贅沢な研究環境でした。
後藤智香子先生 今では本郷キャンパス内でもよく見られます
東京大学大学院工学系 が、当時はまだ珍しかった（？）移動販売車に
研究科都市工学専攻
よるお弁当販売があり、そのお弁当をメンバー
特任助教
で楽しんでいたことも今では良い思い出です。
( 当時 ) 博士課程学生

食べたり、野原先生や永瀬先生が転任される時などは送別会をやったり。少人数だったこともありアッ

＜本郷の学生へのメッセージ＞

てしまいましたが・・・。当時の駒場西村研の、

( 先端研所長室付秘書

小林様 )

「西村先生は所長室がすごくお好きでした。お客様にも自慢されていらっしゃいました。」
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Our Teacher as a Director

この３月末で先端研所長としての任期も終えられた西村先生。昼も夜もお付き合いのあったという元先端研事務部 ( 現財務部 ) の国井孝浩様に、我々学生の知らない所長と
しての西村先生の一面を教えてもらいに行ってきました。
> 先端研の組織について教えて下さい。

意見を調整してまとめることに長けていらっしゃるとい たんですね！！学生さんも職員さん

国 : 先端研の４つのモットーのうち学際性と流動性が重 う印象があります。適切なタイミングで適切な人に意見 もみんなで。研究室ごとに持ち回り
要だと思っています。様々な分野の人が共存し刺激を受 を求めたり、決断すべき時はしっかり決断したり。戦略 でチラシなどもつくったりします。

け合うことで新たな発見を生む組織です。先端研の教員 会議では教員だけでなく、僕ら職員も入って遠慮無く意 国 : 西村先生は所長として幅広い案

は最長 10 年の在籍とされており、めまぐるしく変わっ 見も言うのですが、時には聞き入れて頂いたり軌道修正 件を扱われていました。また日本全
ていく社会のニーズに応じ組織をアップデートするた して頂いたりで、その懐の深さにも感服ですね。
め、人材に流動性を持たせるシステムになっています。 ＞想い出のエピソードを教えて下さい。

国の地酒にもとてもお詳しいです。
鈴 : 各地の地酒のラベルをファイリ

だから人事も活発に動いており、個性溢れる人材をまと 国 : 海外から着任された先生が、アメリカの大学では月 ングされていましたね。

▲懐かしそうに当時

めるリーダーシップが所長には必要なんだと思います。 に１度、職種等に関わらず大勢が集まってビールを飲む > 一言でいうと西村先生はどういう を語る国井様。実は
＞先端研所長としての西村先生は、どういうお人柄・関 会をやっていて、それが出会いや新たなネタ発掘の場と 方でしょうか。
係性を周りの方々と築かれていたのでしょうか。

「カレー部長」という
役職もお持ちだそう。

なり非常に良かったということで、実施の提案をされま 国 : 学生さんたちからも尊敬されていると伺いましたが、

国 : 先端研における意思決定の中枢である戦略会議では した。西村先生は即決で、昨年度１月から先端研ハッピー 研究者としてもリーダーとしても本当に素晴らしい方。
所長が議長となるのですが、とても会議を回すのがお上 アワーが始まったんですよ。

手で。様々な委員会やまちづくりのご経験から、多様な 鈴 : 急に始まって何だろうと思ったらそういうことだっ

お仕事でも宴席でも、また是非御一緒したいですね。

( お話：財務部財務課

国井孝浩様、鈴木麻記子様、聞き手：マガジン編集部

浜田 )

新 B4 メンバー自己紹介！

text_MATSUDA/M1

Self-introduction from New B4 Members!

今年の B4 は総勢６名。5 月 26 日 ( 木 ) に歓迎会が
行われ、初めて研究室のメンバー全体との顔合わせ
が叶いました。これから約 1 年弱をかけて、都市
デザイン研究室でじっくりと卒業研究に向き合うこ
ととなります。特技だったり情熱だったり、それぞ
れがキラリと光るものを持つ彼らの自己紹介です。
①出身地（思い出）／②小さい頃の夢／③趣味・特技／④今まででかなり頑張ったと

神蔵 由芽 Kamikura Yume

思うこと／⑤好きな建物／⑥好きなまち／⑦行きたいまちと理由／⑧座右の銘／

①横浜の田舎に住んでいます（生まれてからずっと横浜なの

⑨研究室を選んだ理由／⑩意気込み

でみなとみらいで遊んでいた記憶が強いです。）／②ケーキ

屋さん／③テニス、絵を描くこと／④サークルの大会準備／

福本 遼子 Fukumoto Ryoko

萩にいきたいです。海外では街の様子を見にウィーンにい

①東京／②行きつけのお店を作ること／③ラジオを聞く／

⑤ミラノのドゥオーモ／⑥横浜／⑦高杉晋作が好きなので
きたいです。／⑧ If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I

④演習？／⑤地中美術館／⑥月島、表参道／⑦バルセロナ。

た上で設計をしてみたいと思い選ばせ

れば、与えられる。／⑨先生方、先輩方が魅力的だったので。

旧市街の再生の現場を見てみたい。／⑧求めなさい。そうす

couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive. ／⑨歴史をきちんと考え

おしゃれ＆お茶目女子。
ていただきました。／⑩たくさんの方
ほんわかしたしゃべり方だけど
と話しながら勉強していきたいと思っ
実は毒が強いので恐れてます。
（清水） ています。よろしくお願いいたします。

清水 浩晃 Shimizu Hiroaki

⑩先生先輩同期に振り落とされないようにがんばります。

清楚で女の子らしい雰囲気ですが、
自分の意見を持ってはっきりものをいう頑張り屋さんです！（神蔵）

篠原 尚哉 Shinohara Naoya

①福井県鯖江市（農道や堤防を、自然を感じながら自転車
で走ったり犬と散歩したりしたこと。）／②プロ野球選手／

優しいけど実はクール、でもうちには熱い思いを秘め
てる。 色鉛筆の使い方は学年一。
（福本）

③ バ ス ケ、 旅 行 ／ ④ 中 高 皆 勤 賞 ／ ⑤ Station AntwerpenCentraal ／⑥京都／⑦シチリア島。地中海の島の雰囲気に何

①栃木県益子町／②サッカー選手／③マラソン、トレイルラ

故か惹かれるから。／⑧和して同ぜず／⑨スケールの大きな

ン、ランニング／④ 100km のレースを完走した事／⑤東京

もののデザインをしたかったから。／⑩決して得意な分野で

国立博物館／⑥益子／⑦ Chamonix-Mont-Blanc, トレイルラ

はありませんが好きな

ンの聖地だから／⑧考えたことないです／⑨雰囲気／⑩頑張

ポーカーフェイス…に見えて実は良く笑う。
道を選んだので精一杯
いつまでも何かに向き合う、辛抱強い人（中戸）

ります

勉強します。

但馬 慎也 Tajima Shinya

中戸 翔太郎 Nakado Shotaro

不器用だけどストレートでまじめ。
テンパった時に出てくる関西弁がステキ。
（篠原）

①足立区綾瀬／②獣医／③本を読むこと、どうでもいいこと
についても考えてしまうこと／④直近だと、コンペ前日→当

日にかけて／⑤平等院鳳凰堂／⑥お茶の水、神保町／⑦札幌、

①生まれは大阪市、育ったのは旧木津町（周りに団地が多かっ

函館、小樽。北海道に行ったことがこれまでないのと、周り
の人がお勧めするので／⑧ Hic Rhodus, hic salta! ／⑨煮え

切らなかった演習、輪講、卒制手伝い／⑩正直なところ設計

は苦手だけれど、デザ研の考えていることがもう少し知りたくてここにきました。
どんな形式であれ、思いをかたち
にできるようがんばります

イメージカラーはブラック
クールでストイックなおにいさん（但馬）

コラム Column: 9f Plan

たからか今でも団地は気になります）／②野球選手…？一回
もやってないけど…／③野球観戦・カラオケ（少しだけボイ

パかじってました）／④合唱団パートリーダー／⑤東京駅の駅舎／⑥三島・倉敷／
⑦柳川

たいです

う事も多くなりました。目的の机をすぐ
M1 松田

平面図を作成してみました。位置だけで
なく、机ごとに各々の特徴が表れている

M1 中村

B4 籔田

のがわかります。

M1 浜田

神田 PJ 年間活動報告：千代田まちづくりサポート最終発表会開催
2015 年度プロジェクト報告会開催！
小浜訪問記 1：蔵リノベーションワークショップ
小浜訪問記 2：旭座シンポジウムに参加
三国 PJ 「まちなか休憩処＠三国祭」活動報告！
佐原 PJ 佐原まちあるき
ぜひご覧ください！
三国 PJ 三国祭に参加しました！
http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/ja/blog/

6/14、23 研究室会議
6/24-25 星輝祭（佐原）

鈴木さん

五十嵐さん

M2 中井
M2 砂塚

M1 三文字

M2 黒本

M1 小林

M2 越野

60 90cm

M1 田中

M1 神谷

編集後記

浜田 愛

いつのまにか新緑に燕舞う 5 月も過ぎ去り、季節は夏至に向けて相変わら
ず忙しない日々です。駒場の研究室を取材させていただいたきっかけは、引っ

越しの手伝いでお伺いしたことでした。そこで初めて鈴木さんにお会いし、
共有スペース

30

５月のウェブ記事

６月の予定

デスク

0

ただ何もしないままで 悔やんだりはしたくない／⑨３割演習・

３割卒制ヘルパー・４割皆さんの雰囲気／⑩計画的に物事を進められるよう頑張り

※ 10F は次回掲載

見つけられるよう、記録も兼ねて現状の

水の近い場所には定期的に行きたくなります／⑧傷つく事は恐くない だけ

どけして強くない

デスク地図 (9F 版 )

新年度になり、移動後の座席の位置に迷

共有
スペース

・他己紹介…他の 1 人に書いてもらいました

まだそこに残っていた研究生活の痕跡は確かな時間の積み重ねを伝えていま
した。また今回この企画をやりたいという拙い発信に対し、様々な方が手を

差し伸べてくださり形となりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

