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首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 都市システム科学域

□学域概要
　20世紀、都市は急速な成長を続けました。現在、全世界で
は50%、わが国では80%の人々が都市に住んでいます。一方、
日本では人口減少時代が到来、都市の急速な高齢化とそれに
伴う社会変容が進んでいます。ストックを活用し災害にも強
く持続可能性を重視した都市づくりや、発達著しい IT のま
ちづくりへの応用も目下の重要な課題です。都市システム科
学域は、このような現代の都市問題の総合的な研究に取り組
む大学院です。
　さらに、当学域では自治体や学外団体と連携した研究・教
育、協定を結んでいるアジアの大学との交流にも力を入れて
おり、大学院生もそのような場に積極的に参加しています。

□カリキュラムの特色
　私たちの大学院には、様々な大学から様々な専門的な背景を持った学生が
集います。社会人や留学生が多いことも特徴です。このような学生に対して、
幅の広い多様な分野の講義や演習が行われます。殆どの講義が 10 名程度以
内の少人数で開講されていること、社会人学生のために、土曜日にも講義が
開講されていることが特徴です。また、修士、博士研究に取り組む全学生に
対して全教員が指導を行う「都市システム科学セミナー」が開講されるなど、
横断的な研究指導体制が組まれています。修士課程では 5回、博士課程で 4
回のセミナーが開かれ、様々な専門的な視点からの指導を受けることが出来
ます。取得できる学位は、本学域の独自の学位である「都市科学」のほか、
修士については研究分野に応じて「工学」「理学」から選択することが出来ます。

□沿革
　都市システム科学域の前身は、東京都立大学に学際的な " 都市 " の共同研
究の場として 1960 年代初頭につくられた都市研究会です。1977 年に都市研
究センターが設立され、1994 年には都市を学際的に研究する我が国初の大
学院である " 都市科学研究科 " が創設されました。現在の形に改組されたの
は 2006 年のことです。50年近くに及ぶ研究や教育の成果は、都市研究叢書
や都市科学叢書として刊行されています。

□アドミッションポリシー
　本学域に入学するにふさわしい人物像は、以下の通りです。
１．都市に関する諸事情に幅広い理論・知識・技術を有する人
２．都市に関する特定の専門分野において深い知識及び研究能力を有する人
３．人間性、社会性、協調性、倫理観に優れる人
４．国際性、語学力に優れ、広い視野で物事を見ることができる人
５．新しい技術、考え方を積極的に取り入れる柔軟性を持つ人
６．都市問題を総合的に解決する実践的能力を有する人
　大学院入試においては、特に口頭試問で上記のような要件を満たす人物で
あるかどうかを判定しています。

□入試に関するお問い合わせ：
　首都大学東京　都市環境学部教務係（南大沢キャンパス９号館２階）
　TEL：042-677-1111（代）内線 4021
　受付時間：月～金曜の 9:00 ～ 12:30/13:30 ～ 17:00
□その他のお問合せ：
　都市システム科学域事務室（南大沢キャンパス９号館５階）
　TEL： 0426-77-1111 内線 4271
　E-mail：usswww@center.tmu.ac.jp

□学域長の挨拶
都市システム科学域長　玉川英則

　都市とは何か？この問いに皆さんはどのようにお答えにな
るでしょうか。人口が稠密な地区、産業や交通が発達した地
域、高度な文化やサブカルチャーが花開く場所．．．様々な表現
が考えられますが、今の私は、ある種の心情がその本質である
と答えたいと思います。
　一元的な価値観や原理主義が様々な場で軋轢を生む昨今で
すが、都市はそれにとらわれず存在することが許される場、多
様な考え方や生き方を包摂する器、萌芽しつつあるもののイ
ンキュベータであると言えるのではないでしょうか。都市は、
いつの時代もそのような特質をもって歩んで来ました。
　学術の世界に目を移せば、もちろん原理は存在します。都市
の空間、経済、社会、制度等についてそれぞれの原理を正しく
捉えることは重要です。しかし、「都市」を学ぶ者は原理主義に
陥ってはならないでしょう。新しく当学域に入学される方の
中で「都市科学」という学部で学ばれた方はいないと思います
（近いうちに誕生するかもしれません）が、各自の専門分野を
深く極めながらその外へと視野を開いていくこと、個々の原
理を確実に把握しながら複眼的な視点で物事を捉え直そうと
することが当学域に学ぶ皆さんには求められます。
　原理主義的な考え方から最も遠い存在　－それがまさに都
市なのです。

□修了生の進路
　東京都庁 /山形県庁 /渋谷区役所 /世田谷区役所 /八王子市役所 /町田市役
所 / 横浜市役所 / 高崎市役所 / 川崎市役所 / 都市再生機構（UR）/ 東京三菱
UFJ 信託銀行 /JR 東日本 /大成建設 /大林組 /アイテック /ヤマハ /日本設計
/ミサワホーム /大和ハウス工業 /東陶バスクリエイト /八千代エンジニアリ
ング /クネットジャパン /藤木工務店 /みずほインベスターズ証券 /サンリッ
ク /ダイヤモンドシティ /東急電鉄 /日本航空 /大学教員 /他

□募集人員
　博士前期課程：１５名、博士後期課程：５名

□入学試験
　夏季試験（8月）には、博士前期課程の一般選抜、社会人
特別選抜があります。冬季試験（2月）には、博士後期課程
の選抜があります。夏季試験において合格者が募集人員に満
たない場合、博士前期課程の一般選抜および社会人特別選抜
について冬季試験を行うことがあります。学内からの進学者
には、筆記試験免除制度があります。
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玉川 英則 ( たまがわ ひでのり )

教授・工学博士
都市・地域解析，都市・地域計画
都市の分析論と計画論との接点に関する方法
論的研究，都市の土地利用パターンの分析研
究，都市解析モデルの基礎研究，地理情報シ
ステム (GIS) の応用研究

コンパクトシ
ティ再考 ( 共著 )

都市の土地利用パターン
の分析

Sustainable 
Cities: Japanese 
Perspectives on 
Physical and Social 
Structures

都市の本質と
ゆくえ
( 共著 )

市古 太郎 ( いちこ たろう )

准教授・博士 ( 都市科学 )
都市防災学 , 災害復興史
災害リスク評価 , コミュニティ防災 , 安全安
心科学 , 事前復興論

事前復興まちづくり
( バンブシェルターに
よる避難生活実験 )

復興まちづくり
( 共著 )

震災脆弱性評価手法の開発

饗庭 伸 ( あいば しん )

准教授・博士 ( 工学 )
まちづくり , 都市計画
都市デザイン，市民参加・協働，ワークショッ
プ手法，実験まちづくり，アジアのまちづくり

白熱講義 これか
らの日本に都市計
画は必要ですか？

（共著）

人口減少時代の都市計画を考えるまちづくりへの市民
参加手法の開発

伊藤 史子 ( いとう ふみこ )

教授・博士 ( 工学 )
都市・地域環境の評価と計画，都市・地域解析
都市・地域環境の経済的評価，心理的評価や
最適化に関する研究，不動産 ( とくに住宅 ) 
の需給に関する研究

ニューラルネットワークモデルによる
土地利用変化予測

New Frontiers in 
Urban Analysis
( 共著 )

Hednic Aproach によ
る治水事業の便益評価

小根山 裕之 ( おねやま ひろゆき )

教授・博士 ( 工学 )
交通工学・都市交通計画・交通環境
交通流・交通行動の観測・推定・予測 , 都市
交通・交通渋滞と環境負荷の関係分析 , 環境
負荷の小さい都市交通システム

環境負荷を低減する交通制御
手法の研究

「交通渋滞」徹
底解剖 ( 共著 )

交通流シミュレーションを
用いた政策評価・分析

准教授 修士 ( 政治学 )
都市行政，地方自治，ローカル・ガバナンス，
行政評価
基礎自治体を中心とした自治体の計画づく
り・政策形成技術，行政評価・参加型政策分析，
組織改革，都市内分権・コミュニティガバナ
ンスに関する研究

山本 薫子 ( やまもと かほるこ )

小泉 瑛一 ( こいずみ よういち )

非常勤講師（五十音順）

准教授・博士 ( 社会学 ) 
都市社会学，地域社会学，コミュニティ論，
移民研究，社会調査
都市インナーエリアの社会的再編，グローバ
ル化が都市のマイノリティに及ぼす社会的影
響，産業構造変容にともなう地域変化・まち
づくり

特任助教
建築設計，復興まちづくり
建築・都市空間の市民参加型プロセスによる
設計，ワークショップ手法の開発，まちづく
り組織の運営と企画

新しい公共と
自治の現場 
( 共著 )

地域協働の科学
（共著）

市民参加での行政評価 : 事例 :
埼玉県和光市「施策推進会議」

北海道・旧産炭地域での
フィールドワーク

民間主体の復興まちづくり
組織 ISHINOMAKI 2.0 で
の高校生教育プロジェクト

宮城県石巻市における
市民イベントの実践

Poverty and 
Social Welfare 
in Japan
( 共著 )

議会改革白書
（共著）

横浜・寿町と
外国人

「建築を、ひらく」
（共著）

長野 基 ( ながの もとき )

H27年度学域長

部屋：9-566
電話：042-677-2359
　　　042-677-1111 内線 4237
E-mail：aib@tmu.ac.jp

部屋：9-553
電話：042-677-2354
　　　042-677-1111 内線 4272
E-mail：ichiko-taro@tmu.ac.jp

部屋：9-558
電話：042-677-2353
　　　042-677-1111 内線 4273
E-mail：itofumi@tmu.ac.jp

部屋：9-593
電話：042-677-2780
　　　042-677-1111 内線 4547
E-mail：oneyama@tmu.ac.jp

部屋：9-556
電話：042-677-2358
　　　042-677-1111 内線 4275
E-mail：htama@tmu.ac.jp

部屋：9-560
電話：042-677-2361
　　　042-677-1111 内線 4163
E-mail：nagano@tmu.ac.jp

部屋：9-154
電話：042-677-3148
　　　042-677-1111 内線 4233
E-mail：kahoruko@tmu.ac.jp

部屋：9-152
電話：042-677-3147
　　　042-677-1111 内線 4231
E-mail：ypac.yoichi@gmail.com

( 都市基盤環境学域併任 )

□教員紹介（2015.4.1）

金子　忠一　
東京農業大学地域環境科学部造園科学科 教授
担当：都市自然環境論特論

原田　謙　
実践女子大学人間社会学部現代社会学科 准教授 
担当：都市コミュニティ論特論

連　健夫
（有）連健夫建築研究室 代表　
担当：都市空間論特論　

星野　泉　
明治大学政治経済学部経済学系 教授　　
担当：都市システム科学特論Ⅱ

前田　成東　
東海大学政治経済学部政治学科 教授　　
担当：都市自治行政論特論

佐藤　俊一　
特定非営利活動法人コミュニティ・アソシ
エーション美しい街住まい倶楽部 理事長　　
担当：都市空間論特論

橋田　洋子　
（株）シトラス 代表　　
担当：都市住居論特論

大学院の演習で開発したワークショップの実習風景 姉妹校・ソウル市立大学での現地の学生とのディスカッション風景
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□学域概要
　20世紀、都市は急速な成長を続けました。現在、全世界で
は50%、わが国では80%の人々が都市に住んでいます。一方、
日本では人口減少時代が到来、都市の急速な高齢化とそれに
伴う社会変容が進んでいます。ストックを活用し災害にも強
く持続可能性を重視した都市づくりや、発達著しい IT のま
ちづくりへの応用も目下の重要な課題です。都市システム科
学域は、このような現代の都市問題の総合的な研究に取り組
む大学院です。
　さらに、当学域では自治体や学外団体と連携した研究・教
育、協定を結んでいるアジアの大学との交流にも力を入れて
おり、大学院生もそのような場に積極的に参加しています。

□カリキュラムの特色
　私たちの大学院には、様々な大学から様々な専門的な背景を持った学生が
集います。社会人や留学生が多いことも特徴です。このような学生に対して、
幅の広い多様な分野の講義や演習が行われます。殆どの講義が 10 名程度以
内の少人数で開講されていること、社会人学生のために、土曜日にも講義が
開講されていることが特徴です。また、修士、博士研究に取り組む全学生に
対して全教員が指導を行う「都市システム科学セミナー」が開講されるなど、
横断的な研究指導体制が組まれています。修士課程では 5回、博士課程で 4
回のセミナーが開かれ、様々な専門的な視点からの指導を受けることが出来
ます。取得できる学位は、本学域の独自の学位である「都市科学」のほか、
修士については研究分野に応じて「工学」「理学」から選択することが出来ます。

□沿革
　都市システム科学域の前身は、東京都立大学に学際的な " 都市 " の共同研
究の場として 1960 年代初頭につくられた都市研究会です。1977 年に都市研
究センターが設立され、1994 年には都市を学際的に研究する我が国初の大
学院である " 都市科学研究科 " が創設されました。現在の形に改組されたの
は 2006 年のことです。50年近くに及ぶ研究や教育の成果は、都市研究叢書
や都市科学叢書として刊行されています。

□アドミッションポリシー
　本学域に入学するにふさわしい人物像は、以下の通りです。
１．都市に関する諸事情に幅広い理論・知識・技術を有する人
２．都市に関する特定の専門分野において深い知識及び研究能力を有する人
３．人間性、社会性、協調性、倫理観に優れる人
４．国際性、語学力に優れ、広い視野で物事を見ることができる人
５．新しい技術、考え方を積極的に取り入れる柔軟性を持つ人
６．都市問題を総合的に解決する実践的能力を有する人
　大学院入試においては、特に口頭試問で上記のような要件を満たす人物で
あるかどうかを判定しています。

□入試に関するお問い合わせ：
　首都大学東京　都市環境学部教務係（南大沢キャンパス９号館２階）
　TEL：042-677-1111（代）内線 4021
　受付時間：月～金曜の 9:00 ～ 12:30/13:30 ～ 17:00
□その他のお問合せ：
　都市システム科学域事務室（南大沢キャンパス９号館５階）
　TEL： 0426-77-1111 内線 4271
　E-mail：usswww@center.tmu.ac.jp

□学域長の挨拶
都市システム科学域長　玉川英則

　都市とは何か？この問いに皆さんはどのようにお答えにな
るでしょうか。人口が稠密な地区、産業や交通が発達した地
域、高度な文化やサブカルチャーが花開く場所．．．様々な表現
が考えられますが、今の私は、ある種の心情がその本質である
と答えたいと思います。
　一元的な価値観や原理主義が様々な場で軋轢を生む昨今で
すが、都市はそれにとらわれず存在することが許される場、多
様な考え方や生き方を包摂する器、萌芽しつつあるもののイ
ンキュベータであると言えるのではないでしょうか。都市は、
いつの時代もそのような特質をもって歩んで来ました。
　学術の世界に目を移せば、もちろん原理は存在します。都市
の空間、経済、社会、制度等についてそれぞれの原理を正しく
捉えることは重要です。しかし、「都市」を学ぶ者は原理主義に
陥ってはならないでしょう。新しく当学域に入学される方の
中で「都市科学」という学部で学ばれた方はいないと思います
（近いうちに誕生するかもしれません）が、各自の専門分野を
深く極めながらその外へと視野を開いていくこと、個々の原
理を確実に把握しながら複眼的な視点で物事を捉え直そうと
することが当学域に学ぶ皆さんには求められます。
　原理主義的な考え方から最も遠い存在　－それがまさに都
市なのです。

□修了生の進路
　東京都庁 /山形県庁 /渋谷区役所 /世田谷区役所 /八王子市役所 /町田市役
所 / 横浜市役所 / 高崎市役所 / 川崎市役所 / 都市再生機構（UR）/ 東京三菱
UFJ 信託銀行 /JR 東日本 /大成建設 /大林組 /アイテック /ヤマハ /日本設計
/ミサワホーム /大和ハウス工業 /東陶バスクリエイト /八千代エンジニアリ
ング /クネットジャパン /藤木工務店 /みずほインベスターズ証券 /サンリッ
ク /ダイヤモンドシティ /東急電鉄 /日本航空 /大学教員 /他

□募集人員
　博士前期課程：１５名、博士後期課程：５名

□入学試験
　夏季試験（8月）には、博士前期課程の一般選抜、社会人
特別選抜があります。冬季試験（2月）には、博士後期課程
の選抜があります。夏季試験において合格者が募集人員に満
たない場合、博士前期課程の一般選抜および社会人特別選抜
について冬季試験を行うことがあります。学内からの進学者
には、筆記試験免除制度があります。

首都大学東京

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

都市空間計画特論
都市空間解析特論
都市交通システム論
都市建築計画特論
都市環境経済論特論
都市制度論特論
都市社会論特論

都市住民健康論特論

地域施設計画特論

都市自治行政論特論

都市経済論特論

都市自然環境論特論

都市空間論特論

都市住居論特論

都市生活論特論

都市社会調査法特論

都市コミュニティ論特論

など

テーマ発表

（11 月）

中間発表

（4月）

中間発表

（10 月）

口頭試問

（1月）

最終発表

（1月）

多彩な分野の
講義 /演習

横断的な
研究指導体制

論文審査前発表

公開発表会


