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産学公の有機的な連携を目指すPBLプログラム
KYOTO Design Labでは、学びという行為を、現実社会における
活発な学際的プロセスとして捉えます。
私達がPBLアプローチ─まずプロジェクト主体で、
個人よりも全員が参加する手法、いわば生きた知識の交流─を
重視する理由もそこにあります。
ここでは、京都工芸繊維大学の広範な卒業生ネットワークを背景に、
D-labのコア・チームと、京都工芸繊維大学の運営メンバーが、
国内外における世界レベルの主要研究機関から招聘された
デザイナーや建築家、教育者、研究者をパートナーとし、さらには
公立および民間の機関をや地域の専門家ネットワークと協働してまいります。
─
Project-based, People-based and Participatory Learning
KYOTO D-Lab views learning as an active, interdisciplinary process 
rooted in social reality. It is why we take a PBL approach – what we 
do is project-based rather than theoretical and people-based and 
participatory so that real knowledge exchange can take place.
Backed by KIT’s formidable alumni network, D-Lab’s core team and 
KIT faculty members, work with leading national and international 
designers, architects, educators and researchers from key institutions 
worldwide alongside public and private sector partners and local 
specialist networks.
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京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab
国立大学法人 京都工芸繊維大学は1899年以来、日本を代表する、
デザインとエンジニアリングの実践的教育の場であり続けてきました。
KYOTO Design Lab［D-lab］は、
京都工芸繊維大学が文部科学省の大学機能強化事業のもとで
社会的課題の発見と解決に取り組む、
建築学とデザイン学を中心とした中核組織です。
D-labが位置する京都は、古くから伝わる知恵と
技術に根ざした職人たちのネットワークと、
新しい技術に基づいた産業が並び立つ都市です。
D-labは、都市・京都が持つ構造のとおり、
さまざまな専門性が交差する革新のためのインキュベーターなのです。
京都工芸繊維大学の卓越した研究環境を背景に、D-labは、
建築とデザインによる世界の革新を実現するために、
領域を越えた出会いをさらに加速してまいります。
─
KYOTO Design Lab, Kyoto Institute of Technology
Since 1899 , the Kyoto Institute of Technology (KIT) has pioneered 
practical education in design and engineering in Japan. As a result, 
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT), has chosen KYOTO Design Lab (D-lab) to deliver its 
strategic vision for innovation and excellence in higher education in 
architecture and design. 
D-lab’s location makes it the natural incubator for innovation 
across disciplines. The ancient capital’s deeply rooted networks 
of traditional makers with their centuries-old knowledge and skills 
base sit alongside those focussed on Kyoto’s more contemporary 
aspect as the home to new technology-based industries and start-
ups. Backed by the research excellence of the Kyoto Institute of 
Technology, D-lab facilitates this crucial meeting of both worlds 
to ensure that hands-on design and architectural innovation can 
take place.

ETHスタジオ・バーゼルとの共同ワークショップ「都市を形作る食〈京都と食のアーバニズム〉」
Food Shaping the City, workshop with ETH Studio Basel 



海外の提携大学や最先端のプロフェッショナ
ルを招き、半日─数日間の共同ワークショップ
をおこないます。参加者は京都工芸繊維大学
の学生や卒業生のほか、国内外の学生、さら
には社会人の参加も奨励しています。D-lab
が主催するPBLプログラムの基本となるの
が、このワークショップ・プログラムです。

Inviting partner institutions and 
leading professionals, we host joint 
workshops that last from half-a-day to 
several days. Workshop participants 
include students and graduates of 
Kyoto Institute of Technology, students 
from di�erent universities as well 
as international students. We also 
encourage the participation of working 
professionals. This workshop program 
constitutes a basis for the project-based 
learning D-lab promotes.

ワークショップ・プログラム｜Workshop Program

→
→

海外の若いデザイナーを招待し、京都工芸繊
維大学の他分野（素材科学、生命科学、情報科学、
繊維科学など）の教授陣と、応用的なデザインに
ついて共同研究をおこなうプログラムです。

Inviting young international designers, 
this program initiates joint applied 
design projects with researchers at Kyoto 
Institute of Technology specialized in 
di�erent disciplines, such as materials 
science, the life sciences, information 
technology, and textile science.

デザイン・アソシエイト・プログラム｜Design Associate Program

国際的なデザイナーを一定期間KYOTO 
Design Lab に招聘するプログラムです。招
聘されたデザイナーは、京都工芸繊維大学の
設備などのリソースを活用し、専門研究および
発表をおこないます。

Internationally-acclaimed designers 
are invited to spend time in Kyoto and 
utilize the resources available at the 
Kyoto Institute of Technology. Their 
work and research are then presented 
and published.

デザイナー・イン・レジデンス・プログラム｜Designer in Residence Program

社会で活躍するデザイナーを対象とした分
野横断的なワークショップや、学問交流、セミ
ナーなどの開催することで、より高度な専門
性を有する次代を担う人材を育成するための
リカレント教育プログラムです。

This continuing education program of 
interdisciplinary workshops, academic 
exchanges, and seminars for working 
designers aims to nurture human 
resources that can produce the next 
generation with more advanced expertise. 

専門家育成プログラム｜Professional Development Program

1 Workshop Program
 デザインプロセスにおける「ものづくり」
 ダニエル・チャーニー［キングストン大学］
 ONE, TWO, MANY – Making and Materials
 Daniel Charny, Kingston University

2 Design Associate Program
 絹織物の立体表現
 ミッシェル・バッヘルマン［デザイン・アカデミー・アイントホーフェン］
 Woven Light Michelle Baggerman, 
 Design Academy Eindhoven

3 Design Associate Program
 家庭用疾患治療薬スクリーニング・キット
 フランク・コークマン［ロイヤル・カレッジ・オブ・アート］
 Designs for Flies｜Frank Kolkman, 
 Royal College of Art

Research
D-labでは、専門領域ならではの実証的な調査・研究を徹底的に実施
します。統計や実測、歴史的資料といった定量的な調査を基盤としつ
つ、フィールドワークやヒアリングといった定性的な調査も駆使して、対
象の実装に迫り課題をあぶり出します。
̶
D-lab undertakes exhaustive empirical surveys and research 
in highly specialized fields. Primarily based on quantitative 
studies including statistics, actual measurements and 
historical documents, we also utilize such qualitative research 
as fieldwork and interviews in order to understand a methods 
matter and reveal the issue at stake.

Discussion
PBL（Project-based Learning）を推進するために、実際的な知の獲得を
目指すワークショップ形式の研究を進めています。産学公連携プロジェ
クトの場合も、入念なリサーチをもとにワーキング・グループを設け、
互いの意見を出し合って議論を深めます。
̶
In order to advance project-based learning, we develop 
workshop-based research with the aim of acquiring applied 
knowledge. For projects based on Academia-Industry-
Public sector partnerships, we set up working groups and 
conduct extensive research and deepen discussions through 
reciprocal dialogue.

Proposal
リサーチと検討を繰り返すことで、より柔軟な発想と現実的な強度を
持った提案を生み出します。D-labでは、PBLプロジェクトの性格によっ
ては、展覧会の企画も積極的におこなっており、産学公連携の取り組
みも、社会へと発信することが可能です。
̶
Through an interactive process of research and examination, 
we produce proposals with more flexible ideas and realistic 
strength. D-lab actively devises exhibition concepts based on 
the content of our project-based learning initiatives, enabling 
us also to disseminate our joint Academia-Industry-Public 
Sector projects.

1 ETHスタジオ・バーゼルとの共同ワークショップ
  「都市を形作る食〈京都と食のアーバニズム〉」
 "Food Shaping the City," workshop with 
 ETH Studio Basel 

2,3 京都経済同友会のワークショップへの協力「京都エコミュゼ街区プロジェクト」
 "Kyoto Ecomusée Area Project," workshop with Kyoto Association of Corporate Executives 
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4つのスキーム｜Four Programs 産学公連携の進め方｜Process of Academia-Industry-Public Sector Cooperation
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1 津和野町での実測調査
  「地域固有の歴史を生かしたまちづくり」
 "Town Planning, Learning from Regional History," 

Actual survey in Tsuwano-cho

2 シュツットガルト工科大学との合同ワークショップ
  「中庭のある住まい」
 "Courtyard Housing," Workshop with HFT Stuttgart

3 京左官がつくる土壁の実験
 Experiments on mud wall in Kyoto

4 小豆島観光の体験価値向上のための
 ソーシャル・インタラクション・デザイン
 Social Interaction Design to Increase the 

Experiential Value of Tourism

5 キングストン大学との共同ワークショップ
  「デザインプロセスにおける「ものづくり」」
 "ONE, TWO, MANY – Making and Materials," 

workshop with Kingston University

6 ダートマス大学との共同ワークショップ
  「日本ポスター文化ワークショップ」
 "Who are the Women of Ukiyo-e and Shin Hanga," 

Workshop with Dartmouth College

京都デザイン─実用的な叡智と対話からなる先進的研究
建築分野におけるKYOTO Design Labのミッションは、「再
生」をキーワードに、既存の環境の保全と新しいデザインの可
能性を同時に探求することにあります。
そのために、伝統に基づく知恵と最新の技術の統合的追求を
実現すべく、3つのテーマを掲げています。

Kyoto Design – Applied Wisdom, 
Conservation and Cutting-edge Research
In architecture, KYOTO Design Lab’s mission is to 
enhance yet preserve the built environment and 
simultaneously uncover new design possibilities 
through the synthesis of traditional knowledge 
and advanced technologies under three discrete 
themes:

実践的に、学際的に、かつ国際的に
デザイン分野におけるKYOTO Design Labのミッションは、
現代社会における諸々の問題に対し、創造的回答を導き出し
ていくことです。社会の現状に根ざし、多彩なシナリオによる
問題把握を踏まえた学際的方法論と発想を重視しつつ、分野
を横断した内外のパートナーと協調し、問題に対してアプロー
チしていきます。

Practice-based, Cross-disciplinary and International
In design, KYOTO D-Lab’s mission is to respond 
creatively to pressing contemporary social 
challenges. We stress the importance of an 
interdisciplinary methodology and the creation 
of responses that are rooted in social reality 
and addressed through a multiple-scenario, 
participatory and cross-disciplinary approach 
involving internal and external partners.

再生・保存・修復の観点から建築・都市資産のリサーチをおこな
い、そこで得られた知見をもとに、歴史的環境を維持・保存し都市
の価値を高めていきます。
̶
We conduct research on the values of architecture and 
urban assets from the perspectives of revitalization, 
conservation, and restoration. Maintaining and 
conserving historical environments based on the 
knowledge gained from our research, we enhance the 
values of a city.

建築保存・都市再生
Urban 
Revitalization, 
Conservation and 
Restoration

社会的関係性を
デザインする
Designing 
Social Interactions

建築空間デザイン
Architectural 
Space Design 

「つくる行為と素材」の
再定義
Making and Materials

構造エンジニアリング
Structural 
Engineering

批評的キュレーションと
解釈
Critical Curation and 
Interpretation

社会のニーズを捉えた実践的プロジェクトを他分野の専門家と共
同し、プロダクト・サービス・ビジネスモデルを含む新たな社会の
関係性をデザインの視点から提案します。
̶
We initiate practical projects that respond to social needs 
in cooperation with experts in various fields and propose 
new social relations from a design perspective. These 
include products, services and new business models. 

伝統技術に内在する不合理性と最新技術の合理性を統合し、新
たな価値をもたらすデザイン手法の開発を目指します。
̶
Integrating the irrationality embedded in traditional 
techniques with the rationality of state-of-the-art 
technology, we aim to develop new design methods 
that deliver new values.

先端的なデジタル技術を取り入れつつ実際に素材に触れること
を通して、伝統工芸の現代生活における価値を再発見します。
̶
We rediscover the value of traditional crafts in 
contemporary life through hands-on work with materials 
while employing state-of-the-art digital technology.

最新の技術を用いて伝統的な木構造の耐震性能を再評価し、文
化、生活の両面から木構造の最適な保全をおこないます。
̶
Using the latest techniques to reevaluate the seismic 
resistance capacity of traditional wooden structure 
buildings, we implement appropriate preservation of 
wooden structure buildings from the perspectives of 
both culture and lifestyle.

作品・資料の収蔵と管理だけではなく、新たな解釈で作品・コレク
ションの価値を伝達できる、高度な学芸員の育成・輩出を目的とし
ています。
̶
We aim to educate and produce highly skilled 
curators whose abilities include not only collecting 
and managing artworks and materials but also 
communicating the value of artworks and collections 
through fresh interpretation.
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建築｜Architecture デザイン｜Design



創造都市としての職住混在地区の活性化
キングモンクート大学トンブリ校との共同ワークショップ
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Creative 
Mixed-use 
Community

創造都市としての職住混在地区の活性化に向けて 
─
［ワークショップ1］タイ・バンコク
1─ショップハウスの新しいカタチ
2─異文化交流のためのショップハウス
─
［ワークショップ2］日本・京都
1─新町通における地域活性提案
2─伏水の交流拠点化
3─運河活性化計画

Towards a Creative Mixed-use Community
─
［Workshop 1］ Bangkok, Thailand
1 – New Breath 
2 – Shophouse for Cross-cultural Communication
─
［Workshop 2］ Kyoto, Japan
1 – Shinmachi Street Revitalize Project
2 – Fushimizu Hub
3 – Canal Re-development

C O N T E N T S
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Workshop with 
King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi



創造都市としての職住混在地区の活性化に向けて
Towards a Creative Mixed-use Community

国立大学法人京都工芸繊維大学とタイ国キングモンクート工
科大学トンブリ校［KMUTT］とは、2003年に国際交流協定を締
結したことを契機に、双方の教育研究のさらなる発展を目的と
して国際共同研究を進めている。本プロジェクトの研究課題は
「創造都市としての職住混在地区の活性化のための持続可
能な施策とデザインの提案」である。
持続可能な都市居住を達成するためには、1─コンパクトな都
市形態［Compact form］、2─ 多様な都市機能［Diversity］、3─
社会的包摂［Social inclusion］、4─良好なデザインなどの施策
が重要と提言されている［Urban Task Force: Towards an Urban 

Renaissance,1999］。
─
本プロジェクトでは、持続可能な都市居住の達成を目指して、タ
イ国の伝統型な住宅形式であるショップハウスと、京町家を代
表とする伝統的木造建築という双方の象徴的な住宅ストックを
活用しながら、企業や就業者、生活者すべての人々にとって
魅力あるクリエイティブ・シティ［Creative City］としてコミュニティを
再生することを視野に入れ、共通テーマ「Creative Mixed-use 

Community」を掲げて共同研究を実施した。
また、Creative Cityを創造するために重要な領域となる、1─技
術［Technology］、2─人材［Talent］、3─連携［Tolerance］の三領
域を視野に入れながら、地区再生の目標として、1─多様な活動
と人々の誘導［Diversity of Activities and People］、2─社会的相
互作用の促進［Social Interaction］、3─アイデンティティと本物
性の創出［Identity and Authenticity］を設定した。そして、地域
の特性を、1─強み［Strengths］、2─弱み［Weaknesses］、3─機会
［Opportunities］、4─脅威［Threats］の4つのカテゴリーでSWOT

分析を行った上で、街区活性化手法を提案した。
─
このような方針のもと、2014年度はタイ・バンコク市において、伝
統的ショップハウスを主とした街区形成をなしているSuan Mali

地区を対象に、かつての魅力を取り戻すための街区再生計画
を提案した。引き続いての京都ワークショップでは、伝統産業
の町として繁栄していた京都都心の職住混在地区を対象にし

Kyoto Institute of Technology and King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi (KMUTT) formed 
an international partnership in 2003, and are now 
conducting international joint research with the goal of 
further developing their respective educational research. 
The project aims to “propose sustainable policies and 
designs in order to stimulate mixed working-residential 
zones as a creative city.” According to Urban Task Force: 
Towards an Urban Renaissance (1999), the four elements of 
compact form, diversity, social inclusion, and good design 
must be present in order to achieve sustainable urban living. 
─
The iconic houses of Thailand and Kyoto – namely 
traditional Thai shophouse buildings and Kyoto machiya 
townhouses – are both examples of traditional wooden 
architecture that can be leveraged to rebuild communities 
and make a creative city that appeals to businesses, workers, 
and consumers alike. Such activities can contribute to the 
goal of this project, which is to achieve sustainable urban 
living. A common theme for implementing the collaborative 
research was “creative mixed-use communities.” Three 
goals were established for district revitalization – diversity 
of activities and people; social interaction; and identity 
and authenticity – while also keeping in mind the three 
important fields for forming a creative city: technology, 
talent, and tolerance. SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats) analysis was employed before 
proposing the urban district revitalization methods.
─
One such revitalization plan was proposed last year based on 
this policy, aiming to restore the charms of the Suan Mali 
district, which is made up mainly of traditional shophouses, 
in Bangkok, Thailand. At the subsequent Kyoto workshop, 
an urban district revitalization plan was proposed that 
enables old and new cultures to coexist as a creative city. 
The target was a mixed working-residential area in central 
Kyoto, which was once vibrant with traditional industry.
Last September, a new urban district revitalization 
project was proposed for the Yaowarat district in 
Bangkok. Yaowarat is in steady decline, though it was 
once prosperous as Bangkok’s Chinatown. It has recently 

鈴木克彦［京都工芸繊維大学教授］
Katsuhiko Suzuki [Professor, Kyoto Institute of Technology]

て、新旧文化が共存共栄する創造都市としての街区再生計画
を提案した。
これらの成果をふまえ2015年度は、9月にタイ・バンコク市の
Yaowaraj地区を対象に街区再生計画を立案した。Yaowaraj

地区はかつてバンコクの中華街として繁栄したが、衰退化が進
行している地域である。しかし、地下鉄の延伸化が決まり再び
脚光を浴びようとしている。このような状況の中、ショップハウス
のストック活用による再生計画が進められている地区がLuean 

Rit Communityである。この地区を研究対象として、多文化
が共生する「Creative Mixed-use Community」としての街区
活性化手法を立案した。
さらに2月の京都ワークショップでは、KMUTTの研究グルー
プを招聘し、日本三大酒どころの一つである伏見酒蔵地区を
対象に、フィールドワークによる地域分析を行った。その上で、
酒蔵や濠川、名水など多様な地域資源を活用した創造的で
魅力ある街区の再生計画について立案した。
─
KMUTTと継続的に国際共同研究を行うことで、持続可能な
コミュニティ再生に資する提案を国内外に発信することができ
た。伝統的文化を保全・継承しつつの街区再生は、市街地更
新が活発に進んでいる都市部においては簡単に解決できない
深刻な課題であるが、異文化な環境で育った学生と共に共同
ワークショップを開催し、共同でこれらの課題の解決策を検討
したことは、他国文化の価値を改めて再認識する絶好の機会
となり、グロ－バルな人材育成に多大な効果をもたらした。

returned to the limelight after an extension to the subway 
line was slated for the area. The Luen Rit community 
there uses the preexisting shophouses to rehabilitate the 
neighborhood. The urban district revitalization method 
draft employed this district as a creative mixed-use 
community research subject.
In the February workshop in Kyoto, the KMUTT research 
group was invited to join fieldwork in Fushimi’s sake 
brewery district, analyzing the area and then drafting a 
revitalization plan. The district is one of Japan’s three most 
famous sake brewing areas, and the plan proposed creative 
ways to revitalize the district by making use of the 
district’s diverse resources, which include sake warehouses, 
the Horikawa river, and famous springs. 
─
By carrying out continuous international joint research 
with KMUTT in this way, the team has been able to 
present proposals that contribute to sustainable community 
revitalization both in Japan and overseas. Urban district 
revitalization that preserves and carries on traditional 
culture is a serious challenge that cannot be solved easily in 
urban areas where there is active redevelopment. By holding 
joint workshops and thinking about solutions to these issues 
together with students who have been raised in different 
environments, this ongoing partnership is an opportunity to 
rediscover the value in other country’s cultures, and is also 
very effective at cultivating global human resources.
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タイ・ショップハウス群の改修について
Refurbishing Thai Shophouses

鈴木克彦
Katsuhiko Suzuki｜Professor, Kyoto Institute of Technology

KMUTT建築・デザインスクール［SoAD］との国際共同ワーク
ショップの対象地域としたバンコク・Yaowaraj地区は、かつてバ
ンコクの中華街として繁栄していたが、都市中心部が移動した
こともあって衰退化が進行している地域である。しかし、地下鉄
の延伸化が決まり再び脚光を浴びようとしている。このような状
況のなか、ショップハウスのストック活用による再生計画が進めら
れているLuean Rit Community地区を対象として、多文化が
共生しうるCreative Mixed-use Communityとしての街区活性
化手法を、両国の学生による共同作業で立案した。
ワークショップは2015年9月4日から11日までの8日間、KMUTT

のKXキャンパスを中心会場として実施した。その間、Yaowaraj

地区を中心とした都市市街地のフィールド調査を数回おこなっ
た。課題を進めるにあたっては、KMUTT建築・デザインス
クールのスタッフであるDr. Kanjanee Budthimedhee及びDr. 

Chamnarn Tirapasによる指導があり、本学とKMUTTの双方
のメンバーで混成した3チームで作業を進めた。最終日の9月11

日には、学生及び教員に地域住民も交えて提案発表会を開催
し、提案内容に対して活発な議論が展開された。

The Yaowarat district in Bangkok that was chosen as 
the subject for the international joint workshop with 
KMUTT School of Architecture and Design (SoAD) 
once thrived as Bangkok’s Chinatown, but migration of 
the urban center away from the area has contributed to 
its continued degeneration. This area has returned to 
the limelight since an extension of the subway network 
was slated for the area, and the Luan Rit community 
there uses the preexisting shophouses to rehabilitate the 
neighborhood. The urban district revitalization method 
draft written up together by students from both countries 
employed this district as a creative mixed-use community 
research subject.
The workshop was held mainly at the KMUTT KX 
Campus for eight days from September 4 -11th, 2015. 
During this time, several field surveys were conducted 
in the urban area, focusing on the Yaowarat district. Dr. 
Kanjanee Budthimedhee and Dr. Chamnarn Tirapas from 
SoAD led the workshop, while members from KIT and 
KMUTT worked together in three mixed groups. On 
the final day, proposal presentations were held with the 
students, instructors, and local citizens in attendance, 
followed by a lively discussion.

Workshop 1 

KMUTTのKXキャンパスでのワークショップ
Workshop at the KMUTT KX Campus 

ショップハウスのストック活用による再生計画が進められているLuean Rit Community地区
Field surveys in the Luan Rit community district

Workshop 1
─
Bangkok, Thailand
September 4-11, 2015

［ワークショップ1］タイ・バンコク
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Workshop 1  | Proposal 1

敷地は、バンコクの中華街にある再建されつつある
古い住宅地区です。私たちは敷地周辺の交通機
関と市場について調査し、地元の方にお話を聞き、
この地区の文化や生活様式についての情報を得る
ことができました。地元の住民によれば、ここは中華
街で働く中国人やインド人のための居住地区だった
過去を持ち、現代の地元住民の生活様式を理解す
る手助けとなりました。強み・弱み・機会・脅威の4

つのパートからなる分析結果から、この地区の人々
や場所の独自性を発見しました。討議の結果、緑や
くつろぎといった言葉から想起される「新しい息吹」
をグループのテーマとすることに決め、区域内に店
舗や公共空間を含むレクリエーション部分と、伝統
手工業の店舗とワークショップスペースを含む作業
場部分の2つを計画しました。

Our site is an old residential district which is 
going to be rebuild in China Town, Bangkok. 
We have researched the transportation and 
market around the site, and talked with local 
people and got some information about the 
culture and life style in this district. The 
local people tell us this space was a residential 
district for Chinese and Indian people who 
living on their business in China-Town. It 
helped us understand the local life style 
nowadays. From the analysis results of these 
4 parts (Strength, Opportunity, Weakness, 
Threat), we summarized the identity, people 
and location of this district. According to 
our discussing, we decided the theme of New 
Breath, which take the inspiration from the 
words of green and relaxing, we divide the 
district into two parts: the recreation part 
includes the shops and service space and 
workspace includes some traditional handmade 
shops and spaces for workshops.

ショップハウスの新しいカタチ
New Breath

Group 1-1
 - 小田啓明
 - 章序文
 -タポン・ヒランサリー
 -トウチャイ・タマイ
 -テールドポンク・ボンパン
─
 - Hiroaki Oda

 - Xuwen Zhang

 - Trapond Hiransalee

 - Touchai Thamai

 - Terdpong Boonpan

06 07KYOTO Design Lab Project Book｜3｜Creative Mixed-use Community｜Workshop with King Mongkut’s University of Technology Thonburi 創造都市としての職住混在地区の活性化 |キングモンクート大学トンブリ校との共同ワークショップ



Workshop 1  | Proposal 1

08 09KYOTO Design Lab Project Book｜3｜Creative Mixed-use Community｜Workshop with King Mongkut’s University of Technology Thonburi 創造都市としての職住混在地区の活性化 |キングモンクート大学トンブリ校との共同ワークショップ



Workshop 1  | Proposal 2

異文化交流のためのショップハウス
Shophouse for Cross-cultural Communication

今回の敷地であるルーン・リット地区は、かつてタイ
に流入した中国人によるマーケットとして栄えたショッ
プハウス群でした。そして現在、様 な々歴史的遺産
などが近場に存在することもあり、様 な々観光客が
この地区を訪れます。そこで、多様な異文化を背景
とした多くの人々が交流出来るコミュニティーをつく
ることをプロジェクトの狙いとしました。数回の敷地調
査で、主要な観光地とルーン・リット地区からそこへ
行くための動線のパターンと頻度、さらにルーン・リッ
ト周辺地域の文化や歴史について調べ、そこから
4つの区域に分けました。また改修するにあたって、
ショップハウスの建物の構造や内装とその種類につ
いても調査しました。調査によって得た情報から私
たちは、観光客と地元の人々の異文化交流を目的と
し、ショップハウスの形状や機能は残しつつ、観光の
出発地点としての複合施設を設けることにしました。

Luean Rit district was the Shophouse group 
which prospered as a market by Chinese who 
ever flowed into Thailand before. Now, various 
tourists visit the district, because there may 
be various historic inheritances they reach 
easily. Therefore we aim for making the 
community where peoples could interchange 
by various cultures in this project. In several 
times of site analysis, we investigated some 
main sightseeing spots, and some pattern and 
frequency of line visitor go to there from Luean 
Rit district, yet we clarified the areas around 
Luean Rit district to 4 zones according to 
analysis of culture and history. In renovating 
Shophouse building, we observed its various 
structure and interior. From some information 
we get by investigation, we create compound 
facilities with Shophouse structure and façade 
as the starting spot of the sightseeing for cross-
cultural communication of tourists and local.

Group 1-2
 - 伊藤祐一郎
 - 深津実沙
 -イッチャ・キティソプン
 - サッタナン・プルシャポンジー
 -ジラチャイ・ミムティ
─
 - Yuichiro Ito

 - Misa Fukatsu

 - Itcha Kittisobhon

 - Satanan Prushyapornsri

 - Jirachai Meemooti
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タイ・ショップハウス群の改修について
Refurbishing Thai Shophouses

鈴木克彦
Katsuhiko Suzuki｜Professor, Kyoto Institute of Technology

日本三大酒どころの一つである伏見酒蔵地区は、かつて水運
の要所として繁栄した地域であり、現在でも数多くの酒蔵や濠
川、名水などの地域資源が豊富な地区である。しかしながら、
酒造産業の衰退とともにマンションの建設が相次いでいる職住
混在地区に変貌しつつあり、歴史的景観の保全が大きな課題
となっている。同様の問題は、市内中心部の新町通でも起こっ
ている。そこで、どのような地域に内在する多様な資源を活用
しながら新旧文化が共存する魅力あるCreative Mixed-use 

Communityとしての街区再生計画について立案した。
ワークショップは2016年2月8日から15日までの8日間、本学
のD-labを中心会場として実施した。作業チームは、それぞれ
本学とKMUTTの双方のメンバーで混成した３チームを構成
し、ワークショップの開催期間中にはオムロン京都センタービル
や伊勢神宮という日本の新旧の建築を見学する機会も設け、
革新的な建築技術を学んだ。また、スタートアップ・レクチャー
として、SoADのスタッフであるDr. Acharawan Chutaratより
「Sustainable by Design and Processes : Inspired Cases from 

Thailand」、Dr. Chamnarn Tirapasより「Flexible Shophouses 

for Creative City Development in Bangkok」と題した講義が
行われた。そして、最終日の15日には、学生及び教員を交えた
提案発表会を開催し、精力的に意見が交わされた。

One of the three top sake manufacturing areas in Japan, 
Kyoto’s Fushimi sake brewing district once prospered as a 
water transport center, and even today it remains rich in 
natural resources, such as sake breweries, the Horikawa 
river, and famous springs. The sake manufacturing 
industry is now in decline, and condominiums are 
popping up, transforming the area into mixed-use 
zoning and making the preservation of historical scenery 
a challenge. An urban district revitalization plan was 
drafted that enables the region to utilize its diverse 
resources, and enable new and old culture to coexist as an 
attractive creative mixed-use community.
The workshop was held for eight days from February 
8 -15th, 2016 , with KIT D-lab as the central venue. 
Three working teams were made up of a mixture of 
members from both KIT and KMUTT, and during the 
workshop, there were also opportunities to learn about 
innovative building techniques, and visit Japanese 
architecture both new and old at locations such as Omron 
Kyoto Center Building and Ise Shrine. Kickoff lectures 
were given by SoAD staff Dr. Acharawan Chutarat 
(“Sustainable by Design and Processes: Inspired Cases 
from Thailand”) and Dr. Chamnarn Tirapas (“Flexible 
Shophouses for Creative City Development in Bangkok”). 
On the final day of the workshop, students and staff 
presented their proposals, followed by a lively discussion.

Workshop 2 

京都ワークショップの会場となったKYOTO Design Lab

Workshop at the KYOTO Design Lab 

新町通のフィールドワーク
Field survey in Shinmachi street 

京都伏見酒造地区のフィールドワーク
Field survey in Kyoto’s Fushimi sake brewing district

Workshop 2
─
Kyoto, Japan
February 8-15, 2016

［ワークショップ2］日本・京都
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Workshop 2  | Proposal 1

新町通における地域活性提案
Shinmachi Street Revitalize Project

本プロジェクトでは、歴史ある新町通をより身近に、
より魅力的にする提案を探っていく。ここでは、一
つの大きな提案ではなく、小さな提案を組み合わ
せ、段階的に向上させていくことが可能な提案を
探る。今回の調査によれば、新町通は古くからの
京町家が多く残っており、祇園祭の際には大変賑
やかである。しかし、普段はひっそりとしており、人
通りも少ない。また、多くの京町家が地価の高騰に
よって売却されているという悲しい結果も目の当た
りにした。これらを抑制し、活性化させる提案とし
て、AR［拡張現実］による情報サービス、路上ペイ
ントによる歴史の知覚、ライトアップの3つを提案す
る。ARは時代変遷の知覚、認識や、食事、宿泊
といった情報サービスの提供。路上ペイントは時代
ごとの区画や建物情報の提供。そして、京町家自
体をランタンに見立てたライトアップイベントの提案
である。これら3つを融合していくことで新町通をよ
り魅力ある通りとしていく。

This research objective is to learn about the 
way of living in Shimachi-Dori. This area has 
a long history and still remains similar to the 
past. But in the modern day, to community 
turn in to just a living space. The research 
found out that this area has a low visited rate 
form tourist and mostly use as a residential 
area. 50% of the building is modern and 
36% is Machiya. People use to rest and 
move back to work, and 31% of the Machiya 
were abandoned. The solution of the team 
is to encourage people in the community to 
acknowledge the value of their community 
that sustain for more than 500 years. By 
using technologies that is the perk of japan 
combining with long time history. After 
people knowing the value they will come back 
and helping each other’s revitalize the area in 
the sustainable ways.

Group 2-1
 - サッタナン・
プルシャポンジー
 -サーンカルン・
チェムサワト
 -ナディア・ゾレナ・
フロレス・パレデス
 - 小田啓明
─
 - Satanan Prushyapornsri

 - Sangaroon Cheamsawat

 - Nadia Zorena Flores 
Parades

 - Hiroaki Oda
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伏水の交流拠点化
Fushimizu Hub

創造的都市というコンセプトのもと、伏見の再開発
地域においては、情報や意見を交換するための拠
点が必要だと考えます。よって、社会的対人関係
の中で、人々の交流がより活発になることをこのプロ
ジェクトの狙いとしました。伏見桃山の敷地分析か
ら、私たちは人々の流れを観察し、その行動によっ
て地元住民か観光客かを見分けました。そして場
所の用途と人々の活動によって、敷地を3つの区域
に明確に分けました。また、日本酒を製造できる綺
麗な水として知られる伏見の湧き水は、水源が観光
名所であると同時に、地元の住民たちが日常生活
で利用するインフラです。そこで私たちは、4ヶ所の
湧き水を異なる区域に住む地元民と旅行客を交流
させる結節点として選びました。水源を用いた社会
的相互作用、すなわち水源でおこなわれるイベント
の開催によって様 な々人を交流させ、見知らぬ人同
士でも関係を構築できる方法を設けることに焦点を
当てました。

Under the idea of re-development area of 
Fushimi as creative city, the space must 
become a hub for idea exchanging. Therefore 
we aim for drawing people together in the 
social context. From observation in Fushimi 
Momoyama, we watched the flow of peoples, 
and distinguished local people or a tourist 
by their action, and we clarified the areas in 
to 3 zones according to uses of the space and 
activities of the people. Yet 4 spring water 
sources are selected to be nodes to draw people 
both local who live in the different zones and 
visitors together. As the water is famous for 
its purity for producing sake, the sources have 
become tourist attractions and local people 
are able to consume in daily life. The group 
focused on social interaction using sources 
of water and how the spaces or activities 
could draw people together and initiate the 
relationship between different people.

Group 2-2
 -カネット・ホーノック
 -シリワン・チャンタコーテ
 - 伊藤祐一郎
─
 - Kanet Hoonok

 - Siriwan Chantachot

 - Yuichiro Ito
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運河活性化計画
Canal Re-development

今回のワークショップの敷地には、たくさんの日本酒
工場があります。敷地調査により、私たちはこの地
域が歴史的区域と機能的区域に分かれることに気
づき、この地域をマネジメントするに当たっての問題
点をいくつか見つけました。調査を継続する中で地
元住民と話し、文化や生活様式、そして運河に関
する驚愕の歴史について、いくつかの情報を得るこ
とができました。さらにマネジメントに当たって、住居
区域をさらに活気づけることが可能であると考えま
した。そこで、冬でも地元の人 に々運河区域を利用
してもらえるようなイベント計画を提案しました。それ
は、地元住民の住居が多い公園区域におけるライ
トアップ計画と、運河沿いにおける、人々が休めるい
くつかの休憩スペースの再構築です。これらの提
案は、環境保全に貢献するほか、旅行者にこの地
の文化を深く理解することにも役立つと考えました。

This time the site of our workshop comes 
to this place that have lots of sake factories. 
After the field-trip, we learned the history and 
function division of this space, we pointed out 
some problems about the management of this 
site. During our 2nd research, we talked with 
local people and got some information about 
the culture, life style and amazing history for 
the canal in this district. And we thought it is 
possible to make residential area more actively 
in management. An event plan that can make 
the canal district be used by local people even 
in winter was proposed. It is a lightning plan 
at night, the garden area for the local resident. 
Rebuilding some rest space for people to take 
a break along the canal. Other ideas may make 
contribution to the environment and introduce 
the culture of this site to tourists.

Group 2-3
 -フィライワン・プルタムホォン
 -チョンヤン・チィアォ
 - 章序文
 - 深津実沙
─
 - Wilaiwan 
Pruthumwong

 - Chongyang Qiao

 - Xuwen Zhang

 - Misa Fukatsu
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