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旧ユーゴスラビア出身でオーストラリア国籍
を持つダルコ・ラドヴィッチ教授は、設計実務
に携わりながら、出身校であるベオグラード大
学やオーストラリアのメルボルン大学などで教
壇に立った後、2006年に東京大学の研究員と
して来日した。一貫して環境・文化的サステナ
ビリティや生活のクオリティに着目した建築・

都市デザインを研究している。
2009年、東京大学に移る隈研吾氏の研究

室を引き継ぐ形で慶應義塾大学理工学部の建
築・都市デザイン担当の教授に着任。コラボレー
ション（collaboration）と研究室（laboratory）
をつなげて研究室を「co+labo」と名付けた。現
在では、所属学生だけでなく卒業生や研究に
関心を寄せる国内外のメンバーも含めた国際
的なネットワークに進化している。ラドヴィッ
チ教授は「建築はコラボレーションしてつくる

もの」と名前に込めた意味を説明する。
＋の記号は人や芸術、住空間、構造、歴
史、文化といった建築のあらゆる要素を
つなぐコネクターを示し、多面的で分野
横断的というラドヴィッチ研の特徴を
表わしている。

日本特有の「ゼミ」システムについ
て、ラドヴィッチ教授は「日本の大学教
育の優れた点であり、難しい点でもあり
ます」と評価する。同じような思想を持
つ学生が集まるため、ゼミ内の協働が容
易である一方、研究室間の連携が希薄
になる危険性もあるからだ。ラドヴィッ
チ研では、各方面で優れた専門性を持つ
慶応大学の他の研究室と積極的に協働
し、海外の大学や研究機関とも密接なつ
ながりを持ち、研究室の理念であるコラ
ボレーションを実践している。

メンバーは欧州を中心に世界各地からの留
学生が多く、英語でコミュニケーションをとっ
ている。学部4年生から博士課程、ポスドクの
研究生まで、年齢も文化的背景もさまざま。多
様なメンバー間のコラボレーションを醸成する
ため、ラドヴィッチ教授はお互いをリスペクト
するよう指導している。学年をまたぐチーム編
成で学外コンペにも積極的に参加するなど、
co+laboには先輩・後輩関係なく議論し、協働
できる環境が整っているようだ。

慶應義塾大学の建築教育

ダルコ・ラドヴィッチ研究室
都市・建築・人のコラボレーション

都市のサステナビリティに
着目

ダルコ・ラドヴィッチ教授
PhD in Architecture and Urbanism
1955 年　旧ユーゴスラビア生まれ
1981 年　ベオグラード大学建築学部卒業
1986 年　ベオグラード大学大学院建築学専攻修士課程修了
1989 年　ベオグラード大学大学院建築学専攻博士課程修了
1992 年　ベオグラード大学建築学部助教
1993 年　メルボルン大学建築学部 Senior Lecturer
2006 年　東京大学都市持続再生研究センター特任教授
2008 年　メルボルン大学建築学部准教授
2009 年　慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授、

国連大学サステイナビリティ高等研究所客員教授 これまでに出版した書籍の一部
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2011年から取り組んだ
Measu r i ng  t he  Non -
Measurable（Mn’M）とい
うプロジェクトでは、「測定
できないものを測定する」
と銘打って、科学的に数量
化することを「研究」と捉
える概念に異議を唱えた。
co+labo内外の研究者・学
生が、あらゆる側面から世
界各地の都市に切り込んだ
研究・活動の記録は9冊の
ビジュアルブックにまとめ
られ、出版されている。
「測定できないもの」の一

つに、都市のサステナビリ
ティがある。ラドヴィッチ
教授は、都市の文化的持続
可能性は建築家や都市デザイナー、都市計画家
が持つべき責任だという立場に立つ。戦火に苦
しんだ故郷ユーゴスラビアで、都市が消えるの
を目撃したラドヴィッチ教授にとって、都市は

「人間がつくり出したもののうち、最も美しく、
最も複雑なもの」。その思いは「Urbophilia（都
市愛）」というco+laboが提唱するコンセプト
にも表れる。

都市と自然は必ずしも相反するものではな
く、都市と自然が共存する術を人間は本能的に
知っていると考え、持続可能性を確保するため
のソリューションとして、テクノロジーへの過
剰な依存に警鐘を鳴らしている。ラドヴィッチ
教授は「テクノロジーを否定するわけではない
が、正しい置き場所を知るべきです。理工学部
に所属する教授としては変わったアプローチだ
と言えるでしょう。理解を示してくれる同僚教
員に感謝しています」と笑う。

co+laboのプロジェクトに共通するのは、都
市を見つめる視線に愛情がこもっていること。
ラドヴィッチ教授自身が愛着を持つ街をプロ

ジェクトのテーマに設定することも多い。日本
で最初に住んだ谷中から始まり、その後移り住
んだ自由が丘まで、居住者の視点で都市を見つ
める研究を実施。研究では排除されるべきとさ
れる主観を積極的に用いたアプローチもユニー
クな点だ。

東急自由が丘駅と緑が丘駅の間にある九品
仏川緑道は、緑豊かであちこちにベンチが置か
れ、休日になると多くの人が行き交うヒューマ
ンスケールな空間だ。ラドヴィッチ研は2013
年にここでフィールドワークを実施し、空間で
行われるアクティビティに着目して空間の質を
探った。デンマークの都市デザイナーで、ニュー
ヨーク・タイムズスクエアなど数多くの事業
を手掛けているオープンスペースの先駆者、
ヤン・ゲール氏の手法を解釈して活用。ゲール・
アーキテクツのクリエイティブディレクター、

デビッド・シム氏も来日し、学生を指導した。プ
ロジェクトでは、研究室内コンペで選ばれたデ
ザインのパビリオンの制作・展示も行い、その都
市にふさわしい空間のあり方を提示したほか、
住民からの情報収集を行った。

ラドヴィッチ教授が「プロジェクトは学生
にとって最適な学びの場。一つとして同じプロ
ジェクトはなく、私も常に学びを得ています」
と話すように、学生はプロジェクトを通して経
験を積む中で、それぞれ卒業論文のテーマを見
つける。教授にとってもプロジェクトが学生の
ことを知るきっかけになり、その後は各自が研
究の主眼を絞っていくのをサポートしている。
サステナビリティの視点は必ず持たせるように
しているが、テーマは基本的に自由だ。春から
夏にかけてプロジェクトに携わり、9月は毎年
海外のワークショップに参加する。クロアチア
の離島で開かれるスマートアイランドコミュニ
ティをテーマにしたワークショップには今年で
6年連続の参加となる。夏休み明けには、大き
く成長して戻ってくる学生が多いようだ。

コンセプトは
「都市愛」

九品仏川緑道でのプロジェクト。移動可能な折りたたみ式のパビリオンを設置し、住民へのアンケート調査も実施した

オープンスペースを
デザインする
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昨年の卒業設計コンペなどで高い評価を受けた大西慶太郎さんの「型取られる都市」（左）と山下翔平さんの「Node of the City」

ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルでの
ワークショップで隈研吾氏と。

タイ・バンコクの街角で

妹島和世氏も参加したクロアチア・ビス島での
ワークショップ。パビリオンを制作した（右）

卒業生は多くが設計事務所やゼネコンなど
に設計職として就職するが、海外に行ったり、
映画の製作に携わったりと独自の道を見つけ
る学生もいる。ラドヴィッチ教授は、尊敬する
英国の建築家ジェームズ・スターリング氏が高
い金額をオファーされても自分がやりたくない
仕事は断ったエピソードを引いて、「誰にでも絶
対に守りたいラインがあります。学生には、自分
の境界線を自分でつくってほしい」と話す。ゼ
ミでの研究活動を通し学生が自分の進む道を
見つけていく過程を見守ることが役割と認識
している。

昨年と今年の4年生が取り組んだのは、銀座
をテーマにしたプロジェクト。ペンシルビルに

代表される特徴的な街並みやギャラリーなど
の文化的要素をリサーチしてデザインをまとめ
た。学外のコンペでも高い評価を受けている。

「外国人である私にとって、銀座には『東京』を
形作るDNAを感じます。日本で最初にグロー
バリゼーションにさらされた街の一つと言え、
日本的であり国際的でもある非常に興味深い
都市です」

オリンピック開催を控えて開発が進む東京
という都市に対して、ラドヴィッチ教授の思い
は複雑だ。ニューヨークやドバイ、シンガポール
といった都市と同じような建築が並び、東京ら
しさを失っているのではないかと懸念し、住民
が魅力を感じられるような空間のクオリティを
追求すべきだと主張する。「私が日本の都市に
引き付けられる理由は自転車でどこにでも行
けるようなヒューマンスケールな街であるとこ

ろ。背景の違うNYやロンドンと競争するべき
ではないと思います。オリンピックを機に、より
住みやすい街を目指すべきでしょう」自分の住
む東京に対する愛があるからこその提言だ。

最も東京的な街「銀座」
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Vedrana Ikalović さん
ボスニア・ヘルツェゴビナ出身
博士課程
①日本の他大学の修士課程で学ん
でいた時、先生のシンポジウムを
聞き、研究内容に興味を持った。
多文化な環境であるところ。
②存在感が大きい。とてもオープ
ンで話しやすい。自然体なところ
もよい。

Alice Covatta さん PhD
イタリア出身
研究生
①博士課程在籍中にもラドヴィッチ
研に留学したが、学位取得後もう一
度戻ってきた。建築と都市デザイン
の境界を超えた研究に引かれた。
②国際的な研究プラットフォームを
つくりあげている。研究にも学生の
指導にも情熱的。

草野祥太さん
くさのしょうた
修士 2 年
①留学生が多く、英語で学べる環
境。意匠のレベルが高い。国際コ
ンペに参加したかった。
②ミーティング等が楽しい。研究
について相談すると、より広い視
点でアドバイスをくれる。

Ana Medina さん
エクアドル出身
博士課程
①ロンドンの書店で先生の著書を
見つけて興味を持った。先生にメー
ルすると、とてもフレンドリーに
接してくれ、研究室に入ることに
なった。
②研究と指導に情熱を持っていて、
人と人をつなぐ力がすばらしい。

Ivan Filipović さん
セルビア出身
博士課程
①最高の教育が受けられる日本に
ずっと来たかった。通っていたベオ
グラード大学で先生の講演を聞いた
ことがきっかけ。
②とても寛容で外向的。研究だけで
なく日本に暮らす外国人としてもア
ドバイスをくれ、助けてくれる。

世界を舞台に活動しています
質問項目　①ラドヴィッチ研究室を選んだ理由　②ラドヴィッチ先生の好きなところ

佐野哲史氏は、研究室の立ち上げ時からラ
ドヴィッチ教授の研究活動や学生の指導を
サポートしている。隈氏がかつて事務所で働
いていた佐野氏をラドヴィッチ教授に紹介し
たことで研究室にかかわるようになったそう
だ。共同主宰する設計事務所Eurekaで建築
家として活躍する傍ら、非常勤講師として教
壇にも立つ。さらに2016年度からは自身の
研究を深めようと博士課程に入学した。「研
究室を手伝っているうちに、建築と都市を横
断的に見るラドヴィッチ教授の視点がおもし
ろいと感じました。パブリックとプライベート
の境界面を探り、都市空間と一体となった建
築を掘り下げることで、より社会とのつなが

りを持った建築をつくること
ができるのではと考えていま
す」都市を専門としながら、建
築のディテールにまで目が届
くラドヴィッチ教授の考えに
共感するところも多いという。

研究室での佐野氏の役割は、建築家の立場
から学生を指導することが一つ。隈氏の仕事を
間近に見てきたことや、事務所での実務経験を
生かし、学生が参加するプロジェクトには積極
的にアドバイスしている。2012年、サステナ
ブル住宅を実際に建設するコンペ「LIXIL国際
大学建築コンペ」で、世界9カ国・12大学か
らラドヴィッチ研の提案「BARN HOUSE」が

最優秀賞に選ばれた。コンセプトは「馬と共生
する家」で、たい肥熱を利用して寒冷地でも快
適に過ごせる持続可能性がユニークだと評価
を受けた。学生にとって、自分のプランを実際
に施工できる機会はめったにない。現地に滞在
して作業に加わっただけでなく、完成後も定期
的に現地を訪れてメンテナンスし、現在も研究
テーマとして継続している。

佐野哲史氏　Eureka 共同主宰　一級建築士
さのさとし
1980 年　埼玉県生まれ
2003 年　早稲田大学理工学部建築学科卒業
2004 年　レンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ

（パリ事務所）
2006 年　早稲田大学大学院建築学専攻修士課程修了、

隈研吾建築都市設計事務所
2009 年　Eureka 共同主宰、慶應義塾大学理工学部

ラドヴィッチ研究室
2014 年　慶應義塾大学理工学部非常勤講師
2016 年　慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程在籍

BARN HOUSE は敷地約 5 万 6000 坪の研究施設
「メムメドウズ」（北海道大樹町）に建設
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元山雅仁さん
もとやままさひと
学部 4 年
①留学生が多く、英語で学べるか
ら。先輩の印象がとてもよかった。
②優しい。アドバイスが肯定的で
考えが広がる。楽しく研究できる。

鮫島卓臣さん
さめじまたくおみ
学部 4 年
①先生のエスキスを受けた時、や
りたいことを広げてくれた。先輩
方も面倒見がよい。
②学生の考えを絶対に否定しな
い。準備が十分でなくてもアドバ
イスをくれる。話がおもしろい。

木下規海さん
きのしたのりみ
学部 4 年
①広い視野でアドバイスをしてく
れるので、やりたいことが見つか
ると思ったから。
②否定しない。概念的なアドバイ
スをくれ、あとは自分で考えさせ
てくれる。ジョークがおもしろい。

加藤旬さん
かとうしゅん
学部 4 年
①留学生と交流ができる。テーマ
がスケールの大きいものから小さ
いものまで幅が広い点がよかっ
た。
②本質的なアドバイスをくれる。
体が大きくて安心感がある。

石井結実さん
いしいゆうみ
学部 4 年
①もともと都市に興味があり、都
市とヒューマンスケールを横断し
た研究に興味を持ったから。
②普段からよくジョークを言って
おもしろい。エスキスの時は自分
の視野を広げてくれるようなアド
バイスをくれる。

山下翔平さん
やましたしょうへい
修士 1 年
①留学生が多いので、ほかの文化
を持った人と一緒に建築を学べる
と思った。
②漠然としたアイデアを持って
行っても、それを広げてくれ、ア
ドバイスをくれる。色んなチャン
スを与えてくれる。

森本芽衣さん
もりもとめい
修士 1 年
①物理志望だったが、建築に興味
を持った。グラフィックがきれい
だったことと、国際的な環境が
あったことで選んだ。
②自分の好みではなくてもしっか
り評価してくれる。知識が豊富。
時には厳しいことも言ってくれ
る。

御子神繭子さん
みこがみまゆこ
修士 1 年
①意匠がやりたかった。国際色が
強く、海外の学生と交流ができる
から。
②可能性を広げてくれる。知識が
豊富で、何を質問しても適切なア
ドバイスをくれる。基本的に否定
しない。

高須雪絵さん
たかすゆきえ
修士 1 年
①先生の製図の授業を受けて楽し
かったから。
②お父さんのように優しく、家族
のように扱ってくれる。やりたい
ことを自由にやらせてくれる。

François Ricciardi さん
フランス出身
修士 1 年
①ブリュッセル自由大学からの交
換留学生。日本の建築・文化が好
きで、昨年ラドヴィッチ研に留学
していた友人に勧められた。
②とても寛容。自律的な研究をさ
せてくれる。

Andrea Bonaiti さん
イタリア出身
修士 2 年
①ミラノ工科大学からの交換留学
生。これまでラドヴィッチ研に留
学していた学生に勧められたこと
と、色んな分野とコラボレーショ
ンしている先生の研究内容に興味
をもった。
②礼儀正しくてフレンドリー。い
つもハッピーなので一緒にいると
楽しい。

田中里芳さん
たなかりほ
修士２年
①お互いに芸術が好きで、話をし
てみると気が合ったから。
②大きいビジョンをもって研究を
しているところ。人生を楽しみな
がら仕事をしているところに共感
できる。

Luca Sironi さん
イタリア出身
修士 2 年
①ミラノ工科大学からの交換留学
生。日本の耐震工学やサステナビ
リティの研究に興味があった。
②先生と学生の垣根が低く、友達
のように接してくれる。コミュニ
ケーションがよく、ダイナミック
な研究室。

小林大介さん
こばやしだいすけ
修士 1 年
①自由にやれる環境があり、英語
が学べるから。海外ワークショッ
プに参加したかった。
②強制せず、やりたいことをやら
せてくれる。知識が豊富でいつも
違う角度からアドバイスをくれ
る。

大西慶太郎さん
おおにしけいたろう
修士 1 年
①海外志向で、色んな視野から学
びを得られると思ったから。建築
家は土地が求めるものを知るべき
だという先生の言葉が印象的だっ
た。
②ユニークでラフなところ。
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