
修士課程・博士後期課程

大学院工学院
建築都市空間
デザイン専攻

大学院工学院
空間性能
システム専攻

●建設材料学特論
●建築環境特論　
●建築生産特論
●空間性能システム特別演習（修士課程）
●空間性能システム特別研究（博士後期課程）　　　

●都市環境デザイン学特論　
●建築都市史特論　
●建築計画学特論　
●都市防災学特論
●都市再生計画学特論　　

●空間構造デザイン特論　
●住環境計画学特論　
●建築デザイン学特論
●計画・設計特別演習Ⅰ・Ⅱ
●建築都市空間デザイン特別演習（修士課程）　　　

●建築都市空間デザイン特別
　研究（博士後期課程）　

3年次
コース専門科目

1年次
（総合教育部）

4年次

│建築都市コース　カリキュラム

全学教育科目

2年次
学科共通科目・コース専門科目

コース専門科目
●卒業研究

●基礎科目（数学、物理、化学、生物）　
●情報学　

●構造力学Ⅰ・Ⅱ　
●建築序説　
●計画・設計演習Ⅰ　
●建築史通論　

●建築計画Ⅰ　
●建築環境論　
●建設材料　

●各種構造Ⅰ・Ⅱ　
●コミュニティデザイン　
●建築施工　

●建築構造動力学
●地震工学　　

●教養科目（文学、芸術、歴史等）
●外国語科目　

建築・都市学は、建築空間の創出を中心に、歴史的建築や自
然環境をまもりながら、風土的な特質を生かした文化の基礎や
社会の資産を創りだす学問領域です。建築や都市をより安全
に、より人にやさしく、より便利で、より快適に、より美しく、かつ価
値あるものにしてゆく方法体系といえます。

建築・都市学の魅力は、人間のもつ幅広い知性に期待し、これ
と感性を調和させながら、新たな生活空間を創造するところに
あります。建築・都市学に関する幅広い専門的知識と総合的
体系的な識見を持ち、人間性に立脚した生活環境の形成・維
持・改良等の分野で活躍し得る、問題提起・解決能力を持つ
人材を育成します。

│建築や都市空間という、社会の資産を創りだす学問。 │人間の知性と感性を調和させ、新たな生活空間を創造。
理性的な思考と豊かなイマジネーションで、過去と未
来を見通し、世界の文化に目を向けながら、さまざまな
人 と々の協働の中で建築や都市の姿を考えたいとい
う意志がある方には、楽しく意欲的に学ぶことのできる
コースです。本コースでは、主体的な問題意識を持っ
た、磨けば光る個性の持ち主を必要としています。将
来は、建築や都市の計画・設計・構築にかかわるプラ
ンニング・デザイン・エンジニアリングのほか、構想や企
画のプロデュース、生産や施工のマネジメントなど幅広
く、国内外での活躍が期待されています。

工学的基礎のみばかりではなく社会科学・人文科
学・芸術等にわたる幅広い認識と分析力・創造力・
総合力を養うことに重点を置いており、広く関連諸
分野の認識を持てるような教育システムを採用し
ています。また、建築・都市学にかかわる基礎知
識・能力を育成するため、建築計画・設計、建築環

境・設備、建築構造、建築生産の基本領域から、
建築史、都市計画を含む広範な領域にわたり、時
代の要請と地域の特性を踏まえた教育を行いま
す。また、少人数での討論やマンツーマンを重視し
た各種の演習などを通じて、建築・都市・環境の創
出に必要な総合力と創造力を養います。

http://www.eng.hokudai .ac. jp/edu/course/archci ty/

今は文化遺産となっている歴史的建造物も、当時の最新技術で建てられたものだ。
最先端の建築学を究めた先にあるオリジナリティで、
未来の人々を感動させよう。

100年後には、
 きっと文化財になるだろう。
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未来の社会を創ろう

│より快適で安全な都市環境を実現するための力を養う。

建築や
都市の姿を
考えたい

自らの
創造性を
生かしたい

国内外で
幅広く
活躍したい

│こんな人におすすめ

構造デザインで未来の建築物を支えたい

未来 へと続く道がある

未来 を一緒に目指したい

未来
│カリキュラムの特徴

に進む若者がいる

社
会
基
盤
学
コ
ー
ス

●コンピューティング演習　
●応用数学Ⅰ　
●応用数学演習Ⅰ　
●図形科学　

●計画・設計演習Ⅱ・Ⅲ　
●建築計画Ⅱ　
●都市計画　

など

など

など

など

など

など

建築物や空間というモノを通して人々の暮
らしや社会について考えることに面白さを感
じています。授業では自分で課題を発見し、
論理的に分析・思考し、考えを表現するの
で、様々な力が養われます。建築が幅広い
事柄であるだけに、建築都市コースには多
様な考え方を持つ人が集まっています。仲
間や先生方から刺激を受けながら日夜議論
を繰り返すことで成長することができました。
ものづくりや人が好きな人にとって得られる
ものは多いと思います。　　　

美しい建築物の裏にある理論や技術に興
味があり、構造の分野に進みました。地震
大国である日本において、構造の研究は
日々の安心・安全を支えています。私は建
築構造用鋼材のリユースを見据え、建物
に何十年か使用された後の鋼材につい
て、性能を検証する実験をしています。大
規模な実験はとても貴重な経験です。先
生方も含め、研究室全員が一丸となって
協力します。所属する研究室には、留学生
が多く在籍しており、刺激的な環境で研究
ができることも魅力のひとつです。

櫛部 泰弘
環境社会工学科 建築都市コース４年
（東京都麻布高等学校出身）

中川 春香
大学院工学院 建築都市空間デザイン専攻
修士課程1年 （高等学校卒業程度認定試験）

まちづくりで社会の課題を解決

構造の観点から考える
持続可能な開発へ向けた研究　

│大学院生の声

未来 を描く若者がいる

太陽光発電
エコ住宅
断熱
地熱利用
都市計画
環境建築
地域マネジメント
まちづくり
安全・安心
バリアフリー
防災

耐震・免震
病院設計
高齢者施設
屋上緑化
ランドスケープデザイン
ヒューマンスケール
温熱環境
データセンター
事業継続計画
住宅
住まい

景観デザイン
歴史的街並み
公園・緑地
広場
博物館
ランドマーク
セキュリティシステム
超高層建築
寒冷地・北方圏の
　デザイン
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より安全で安心な建物をつくる

建築都市空間デザイン専攻  建築構造工学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/1-ko/

■主な研究テーマ

生命・財産・文化の保全、都市機能を維持する防災
機構、環境負荷の低減を志向した建築構造技術を
研究しています。構造模型実験や、数値解析により、
実建物の力学挙動を把握し、先端的な建築構造の
実現を目指しています。

安全で快適な建築空間を創造する
教授　菊地 優│准教授　白井 和貴│助教　越川 武晃

建築都市空間デザイン専攻  構造制御学研究室
http://ariel-as.eng.hokudai.ac.jp/

建築構造物の振動を制御することによって地震・風
に対して安全で快適な空間をつくるための技術を開
発し、実際の建物への活用を図ります。建築構造物
の力学挙動を高精度にシミュレーションするための
構造解析手法を開発します。

▶国立西洋美術館。
1959年に竣工した歴
史的建造物で、1998
年に免震によって耐
震補強された。免震の
設計には当研究室の
構造解析技術が活用
されている

■主な研究テーマ
●免震、制振　●非線形構造解析手法の開発　
●歴史的建造物の保存　●鉄筋コンクリート構造
●プレストレストコンクリート構造

▲建築環境学研究室の研究

■主な研究テーマ
●施設マネジメントに関する調査・分析 
●生産施設・事務所の高効率空調・換気システムの運用評価に関する検討
●GIS、GPSを利用した室内環境・都市環境の測定と解析
●寒冷地における高齢者と子供の住まい方が健康に与える影響に関するアンケート調査 
●CLT建築物の室内環境・エネルギー消費実態調査・シミュレーション

建築・都市・社会を読みデザインする
教授　小澤 丈夫│助教　内藤 誠人

建築都市空間デザイン専攻  建築デザイン学研究室
https://5ko201604.wixsite.com/5-historyanddesign

建築と都市の形成過程を読み、価値を評価し、デ
ザイン手法を導くことは、新たな建築や都市空間
の創造に不可欠です。本研究室は、国内外にお
ける近代以降を調査研究対象とし、建築と都市の
創造に関連する基礎知識と考え方の習得を教育
目標にしています。

▶北海道大学医学部
百年記念館の設計
（2019年9月

■主な研究テーマ
●建築創造にかかわる組織・人とその手法　
●都市・地域の形成史　
●歴史的資産とまちづくり
●歴史的建造物の保存活用手法

▶建設中のさっぽ
ろ創世スクエア
（2018年竣工）

●建築構造物の耐震性能評価
●鋼構造建築物の性能と設計
●環境負荷低減を可能にする構造システムの開発
●次世代の建築構造物と設計技術の開発

地域・都市・建築をデザインする

建築都市空間デザイン専攻  都市地域デザイン学研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/ur-design/

■主な研究テーマ

研究室では３つの行動理念、【先端的な研究】北方
都市を中心とした先端的な研究活動や社会活動、
【地域への貢献】北海道の地域まちづくりへの貢献、
【国際的な活動】東アジアや世界の大学との共同研
究、をもとに、研究・教育活動を行っています。

▶稚内駅拠点再開発計
画に用いられた風雪シ
ミュレーション研究

●北方都市における風雪シミュレーションを用いた都市デザイン
プロセスの開発　
●ストック型社会におけるコンパクトシティの提案　
●循環型社会へ向けた低炭素都市の空間デザイン
●地域コミュニティ施
設や地域複合型小
学校の計画設計　

●北東アジアの都市・
地域開発

歴史や景観に配慮したまちづくり
未定（選考中）

空間性能システム専攻  建築ランドスケープ学研究室

空間デザインのリアリティを探究
教授　森 傑│准教授　野村 理恵

建築都市空間デザイン専攻  建築計画学研究室
http://www.hokudaiapr.com

建築ならびに都市の計画・設計について、社会的・
文化的・経済的にヒューマンスケールな生活環境の
実現を目指し、理論的・実証的研究とそれら成果の
実践適用および社会還元に取り組み、生活の質の
向上および広義の福祉に資する次世代計画論を探
求しています。

▶東神楽町志比内
公民館（2017年
12月竣工）

■主な研究テーマ

●人口減少社会における公共施設の再編
●マイノリティのための生活環境デザイン
●北方圏における住生活と住様式
●過疎地域の持続へ向けたまちづくり
●気候変動・大災
害とコミュニティ
移転

来たるべき大地震に備えて
准教授　高井 伸雄│准教授　中嶋 唯貴

建築都市空間デザイン専攻  都市防災学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/UDPP/

都市・建築が地震に対して安全であるためには、将
来発生する地震動の姿を正確に知り対策をたてる
必要があります。そのために、過去の地震で観測さ
れた記録を解釈し、その地震動により発生した被害
の要因を把握していくことで、都市・建築の安全性
向上の手法としていきます。

■主な研究テーマ

●設計用入力地震動に関する研究
●地下構造探査に関する研究
●建築物地震被害に関わる研究
●建築物地震被害と
人的被害に関わる
研究

▶2015年ネパール・ゴル
カ地震により被害を受
けたカトマンズ盆地・バ
クタプル市内の被害
調査

人と環境にやさしい空間をつくる
准教授　森 太郎

空間性能システム専攻  建築環境学研究室
https://hokudaikankyou.wixsite.com/6-ko

積雪寒冷地における雪や寒さを含めた、人間を取り
巻く自然（太陽、水、空気）と文化（都市、建築、設備）
のかかわりを工学的に解明し、熱、空気、光環境の視
点から、環境に配慮した健康で安全な室内環境を実
現することです。

環境・空間を合理的にデザインする
教授　林 基哉│准教授　菊田 弘輝

空間性能システム専攻  環境空間デザイン学研究室
https://hokudai-arch-lab-10.wixsite.com/home

■主な研究テーマ

厳都市・建築・人にやさしい環境デザインを工学
的に解明していくことを目標に、ZEB・ZEH、環境
建築、健康住宅の研究開発及び普及啓発に加
えて、新たに新型コロナウイルス感染症対策に関
連域を広げて、研究活動を行っています。

▶北ガスグループ本社
ビル（2019年竣工）
の知的生産性向上
に向けた『エンガワ』
の環境計画

●環境デザイン・サスティナブルデザイン
●建築衛生・公衆衛生
●ゼロエネルギー・ゼロエミッション

建築構造物の地震被害を防ぐ
助教　石井 建

空間性能システム専攻  建築構造性能学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/nikou/

■主な研究テーマ

建築構造物に関する精度の高い耐震設計法を確
立し、巨大地震に対して安全な建築物を構築する
ことを目指しています。数値解析モデルを用いた地
震時シミュレーション解析・地盤液状化の発生予
測・地震観測記録を用いた実証的なデータ解析な
どにより、地震時の建築構造物の挙動解明に向け
て取り組んでいます。

▶上部建物－杭基礎－地盤
の動的相互作用を考慮した
解析モデル。地震発生時に
は建物と同様に地盤も振動
することを再現し、地震応答
の予測精度を向上させる。

●建物と地盤の動的相互作用
●地盤の液状化解析
●地震観測記録の分析

よりよい建築を材料から考える

空間性能システム専攻  建築材料学研究室
https://aml.eng.hokudai.ac.jp/

■主な研究テーマ

実環境条件・各種メカニズムを考慮した建築材料の
性能評価方法を開発するとともに、各種の新しい建
築生産システム・技術を開発しています。

▲可視化手法による凍結融解におけるコンクリートのひび割れの進展

●CO2を固定化する新しい建築材料のメカニズムの開発
●ナノテクノロジーを用いた新しい建築材料の開発
●産業廃棄物・災害廃棄物の有効利用技術の開発
●コンクリートの劣化メカニズムの解明と対策技術に関する研究
●建設系高分子の劣化メカニズムの解明と対策技術に関する
研究

│主な就職先 （50音順） │卒業生からのメッセージ
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未来へと続く道は、

研究室から始まる。

安全で快適な建築物を創り出す。

環境に配慮した室内環境を実現する。

災害に強いまちづくりを推進する。

理想の未来都市を、デザインしよう。

Laboratory
information

│建築都市コース　研究室紹介

│卒業後の進路 │産業別就職状況

│取得可能な資格

※資格の取得には指定科目の修得や、卒業後に実務経験が必要なものもあります。

■高等学校教諭一種免許状（理科・工業）
■甲種消防設備士（受験資格）
■一級建築士（受験資格）
■二級建築士（受験資格）
■木造建築士（受験資格）
■建築設備診断技術者（受験資格）
■コンクリート技士（受験資格）
■コンクリート主任技士（受験資格）

■コンクリート診断士（受験資格）
■建設機械施工管理技士（受験資格）
■土木施工管理技士（受験資格）
■建築施工管理技士（受験資格）
■電気工事施工管理技士（受験資格）
■管工事施工管理技士（受験資格）
■造園施工管理技士（受験資格）

総合建設業・設計事務所等の建築技術者、国家公務員・地方公務員

など建築・都市行政の担い手、大学や研究所などの教育・研究職、設備

機器や住宅産業等のメーカー・不動産業等の技術者、設計事務所・開

発コンサルタント等の経営者など、幅広い分野で活躍しています。

●旭化成ホームズ
●梓設計
●石本建築事務所
●SMBC日興証券
●NTTデータ
●NTTファシリティーズ
●NTTファシリティーズ
　北海道
●大林組
●鹿島建設
●北見市役所
●久米設計
●国土交通省
●JFEエンジニアリング
●JR北海道
●清水建設
●積水化学工業

●大和ハウス工業
●竹中工務店
●TOTO
●西日本旅客鉄道
●日水コン
●日本郵政
●パシフィック
　コンサルタンツ
●阪急阪神不動産
●東日本旅客鉄道
●Faber Company
●フクビ化学工業
●北海道立研究機構
●前田建設工業
●杢巧舎
●横浜市役所

※産業別就職状況・主な就職先は、2021年3月卒業者・大学院修了者を集計したもの。

社
会
基
盤
学
コ
ー
ス

2016年3月　工学部 環境社会工学科 建築都市コース 卒業
2018年3月　大学院工学院 建築都市空間デザイン専攻 修士課程 修了

勤務先の社屋にて

大学で学んだことをどう生かすか

未来 に挑む先輩がいる

松本 将武さん
清水建設株式会社

運輸・
エネルギー
4名

建設・不動産
21名

公務員等
3名

専門・技術サービス
1名

情報・通信 
1名 教育・研究機関 1名
その他 2名

メーカー 3名

計36名

大学院卒業後に清水建設株式会社に入社し、原
子力を始めとする発電施設の構造設計・解析に携
わっています。最近では再生可能エネルギー関連
事業として洋上風力発電設備の地震応答解析も
行っており、解析ソフトの使い方や英語に苦心しつ
つ、一人前の技術者を目指して日々 励んでいます。
現代社会に不可欠な電力エネルギーを建築の技
術で支えること、また自分が関わったものが形になり
社会へ貢献していることを魅力に感じるとともに、責
任の大きさを感じながら仕事に取り組んでいます。

高度な知識と技術が求められるため勉強の日々 で
すが、大学で学んだ勉強の仕方が活きていると感
じます。特に周囲と積極的にコミュニケーションを取
りながら学ぶ姿勢の重要さを実感しています。また
仕事以外でも、視野を広げるために分野を問わず
読書を心がけています。
学業に限らず、学生時代の経験全てが皆さんの未
来につながると思います。ぜひ積極的に学んでい
ただければと思います。

民間企業
32名

教授　岡崎 太一郎│准教授　松井 良太│助教　麻里 哲広

教授　千歩 修｜准教授　北垣 亮馬

教授　瀬戸口 剛│准教授　小篠 隆生│助教　渡部 典大

■主な研究テーマ

20世紀の都市化を経て、21世紀は多くの人が都市
に住み、暮らしています。都市は住宅、オフィス、商業
施設、公共施設などが集合体となっており、集合体
である都市の成り立ち、都市の再生、都市の活性化
などを建築都市学の立場で研究しています。

▶札幌市の都市景観とみどりの主
軸となる大通公園

●都市政策、住宅政策、再開
発、行政・市民の協働まち
づくり 
●都市の歴史と文化を活かし
たまちづくり、地域再生
●景観・みどりの計画と管理
運営の手法開発

●公共空間の再生によるサス
ティナブルな都市創造
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未来 を拓く知が集まる

未来 に挑む先輩がいる


