
15年を振り返って
理工学部長・建築学科教授　小嶋 勝衛

企画経営コースは理工学部建築学科の中にあり，建築学科に入学してくる学生はまずは建築家に憧れてきます。建

築学科の専任教員は工学系ばかりですから，そこに法律，経済などの社会科学系の話を持ち込もうとすれば，おのず

と非常勤の先生をお願いすることになります。現在，私は理工学部長を務めておりますが，設立準備から関わって，

12年間にわたりコース担任を務めさせていただきました。歴代の建築出身の学部長－加藤渉先生，木下茂�先生は

企画経営コースの設立，発展に非常にご理解があり，「せっかくお願いするのならば，全国を睨んで最高の人を」と

後押しをしていただいてきました。設立にご尽力いただいた日本大学経済学部の田中啓一先生には社会科学系のでき

るだけ著名な先生をご紹介いただき，一人ひとりをお訪ねして設立趣旨やカリキュラムの概要をお伝えしたうえで，

ご理解いただき，ご協力いただけることとなった先生方により企画経営コースの基礎ができました。専任教員にはカ

リキュラムの核となる演習科目を担当いただくため，多様な分野をカバーできる三橋先生，石田先生，柳田先生，根

上先生にお願いし，平成５年から宇於�先生を加えて工学と社会科学が融合した企画書づくりをテーマに独自の指導

方法を考案して授業を行っていただいています。また，平成４年からは大学院「不動産科学専攻」が増設され，従来

からの「建築学専攻」と合わせて，本コースからの大学院進学の途が広がっています。

近ごろ，コースの選択動機を学生に尋ねると，「構造力学が苦手だから企画経営をやる」「デザインがどうもうまく

いかないからちょっと変わった企画経営に行く」という答えがありました。しかし，このようなネガティブな選択で

はなく，工学系の人間が社会科学の考えをしっかり受け止め，また，工学系から発信するものを社会科学系の人たち

に理解してもらう環境を作り出すことが，企画経営コースが研究・教育のフィールドとする「不動産学」の分野を発

展させる要因になると考えています。この分野では今もって社会科学系が非常に強い力をもっており，工学系はただ

モノを作って置くだけという役割を果たしているに過ぎません。この状況を打破するためには相当の力を付けておく

ことが必要です。その第一歩として空間概念をイメージできる，絵に描いて見せる，模型を作って見せることのでき

る，土地の上に建つ「不動産」をお金や法律で語るのではなく，空間化できる人たちに育ってほしいと願ったのが企

画経営コースの始まりとなっています。

この15年間の学生たちの就職先は，建設会社でも設計部や施工ではありません。ほとんどが通常では大学には求

人のこない都市開発，企画開発部といったところです。あっという間に第１期生，第２期生たちが入社して10年も

経ち，これからが楽しみです。銀行に入った者も面白い活躍をするのではないかと期待しています。15周年はまだ

中間報告です。これからもマンネリに陥ることなく，優秀な人材の育成を目指したいと思います。

（企画経営コース15周年記念パーティの挨拶より抜粋）

企画経営コースの現状とその特徴

企画経営コース担任・教授 三橋 博巳

企画経営コースが設立15周年を迎え，15周年記念パーティを開催したことは既報

でも報告された（2000年２月16日・東京ガーデンパレスにて開催，『駿建』 Vol.27

No.4掲載）。企画経営コースはすでに500名を超える卒業生を擁し，彼らは同窓会を

構成するとともに，企画奨励賞の授与などを通して企画経営コースのバックアップを

してくれている。また，大学では３年生前期にコースに分かれるが，企画経営コース

では第一線の実務家，学識者を非常勤に迎えて充実したカリキュラムを構成していると自負している。新カリキュラ

ムとなって若干講義内容にも変更が加えられたが，「工学，法律，経済にも明るい企画・経営・維持・管理に及ぶ総
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記念パーティーの様子



１．企画経営コースの概要

企画経営コースは昭和60年に建築学科の中に設置さ

れた（図１）。当初はコース選択の指針となる不動産科

学概論を２年生前期，コース選択の面接試験を前期終了

時に実施し，コース固有の授業を２年生後期から開始し

ていた。現行の新カリキュラムでは不動産科学概論を２

年生後期に移し，面接試験は２年生終了時，３年生から

コースの特色となっている授業を受講するようになって

いる。

企画経営コースの特色となっている授業は，いわゆる

Ｂ系列と呼ばれるもので，表１に示すように社会科学系

の科目が中心であり，通常，建築学を学ぶ者にとって学

生時代には出会わないものが多くなっているが，これは

「工学，法律，経済にも明るい……」人材を育成するた

めに欠かせないものとなっている。

より実践的に，またプレゼンテーション力を身につけ

るために充実した演習科目も設置している。不動産企画

及び演習Ⅰ→企画設計製図→不動産企画及び演習Ⅱ→卒

業企画設計の流れは，３年生前期から卒業までの２年間

に継続して演習科目が設置されていることを示してお

り，自分たちが積極的に頭と体を動かして都市内での開

発計画を立案，プレゼンテーション後に質疑応答が求め

られることから，発表する地図１枚１枚，一字一句すべ

てに配慮を払わなければならず，計画に対する広範な知

恵と深い理解が求められている。

企画経営実習は企画のもとになるデータや情報の収

集・整理，統計データの集計・分析，データベースを用

いた情報の検索・整理，図面の作成・表現，プレゼンテ

ーションツールによる発表といった，実践的なパーソナ

ル・コンピュータの利用を実習をとおして身に付けるも

ので，情報処理のみでなく，情報活用の能力を養うもの

となっている。

合力を持った人材の育成」は普遍的なコースの目標となっており，21世紀にも引き続き社会に求められる人材を輩

出できるように努めていく。

なお，この15周年の年に日本不動産学会より日本大学に特別功績賞注）が授与された。これを励みにさらなる発展

を目指したいと思う。

今回の特集では企画経営コースを特色付ける科目の概要を簡単に整理し，コースの出身者から思い出と現在の仕事

との関連を語ってもらうことで企画経営コースの特色を浮き彫りにしている。
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図１　企画経営コース15年のあゆみ

注）平成11年度日本不動産学会賞　特別功績賞

学校法人日本大学（総長 �在幸安／理事長 森田賢治）

本大学は日本不動産学会の創設にいち早く呼応して，1985年，理工学部建築学科内に「企画経営コース」を創設し，大学における不動

産教育に先鞭をつけ，以来，本年に至るまで不動産を学問的に捉えて勉学する多くの学生を世に送りつづけている。その間，1992年には

わが国初の大学院における不動産に関わる研究・教育の場として「不動産科学専攻」(修士課程)，次いで1994年には博士課程を創設し，博

士の学位取得者を輩出するとともに，不動産学を高度にしてかつ専門的な学術の世界に向上，発展させ，当学会の充実に支援・寄与した功

績は極めて大である。



不動産特別講義は社会で活躍している実務家・学識者

による，その時々の話題，企画・経営，不動産に関する

動向についての90分の講演となっており，多様な分野

に関する素養を磨く機会となっている。

企画経営コースの建築との関連は概念図として図２の

ように示すことができる。

２．企画経営コースの特徴

次に，企画経営コースの卒業生によるコースの思い出

と現在の仕事との関係をまとめてもらった。企画経営コ

ースの特徴をそれぞれの経験に基づいて執筆いただい

た。（氏名・現職・卒業年３月卒）

企画経営コース15周年おめでとうございます。

時の経つのは早いもので，私たち第1期生のときに始まっ

たこのコースが15年も経ったと聞かされると，自分も歳を

とったと今更ながら感じてしまいます。私たち第1期生は，

教える先生も教わるわれわれも初めてということで，何もか

も手探り状態でアッという間に卒業を迎えてしまったように

記憶しています。

さて同窓会のほうは，企画経営コースに遅れること7年，

平成4年10月30日に多くの方々の賛同を得て設立総会を

行い，産声をあげました。それ以後，今日まで2年に1回の

ペースで同窓会を行い，現在までに第5回を数えるに至って

おり，会員は500名を超えるまでになりました。同窓会に

は毎回，多くの先生方や来賓の方々を迎え，会員相互の親睦

や先生方との昔話に花を咲かせながら，楽しい一時を過ごし

ています。しかしながら卒業生が多方面・全国区的に散らば

っているため，毎回その連絡先の追跡には事務局が大変苦労

しています。今回この誌面をご覧になっている方で同窓会の

案内が届いていない方は，ぜひとも事務局のほうへ連絡先を

ご一報下さるようお願いします。

また，同窓会は企画経営コースの発展向上のため「企画奨

励賞」を設け，優秀な「卒業企画設計」に対して，第5期生

を最初として賞状および賞品を授与しています。同窓会は発

足してまだ8年と月日が浅く，この程度のことしかできるこ

とがありません。しかし，企画経営コースの発展のため，同

窓会としましても，微力ながらも協力を惜しまないつもりで

いますので，ぜひとも先生方のご指導と会員の皆様の絶大な

るご協力を引き続きお願いします。

�日本建築センターは，建設省の外郭団体で，新技術の開

発成果などの評価調査研究等を主な業務としています。私

は，就職してまず「建築技術研究所研究部研究課」に配属に

なりました。当時はまさにバブル絶頂期で，自治体からの委

託研究のコーディネーターとしての業務は山ほどあり，ここ

で，コンサルタントの方々との共同作業を通して，企画・研

究の進め方や考えのまとめ方を勉強させていただきました。

平成6年からは評定部防災課に異動し，現在は建築防災計

画，建築物の型式認定，住宅の品質確保の促進に関する法律

の「火災時の安全に関すること」等について，性能評価，評

定の申請に対する事前相談への対応や委員会の運営など，事

務局としての業務を担当しています。

業務内容はその時々によって変わってきていますが，この

職場にいて最も魅力的なのは，建築業界の最新情報が常に身

近に入ってくることです。しかしながら建築センターは，それ

らを外部に発信する役目も同時に担っている立場にあり，新し

い法律や技術を素早く咀嚼して吸収する能力が求められます。

―――――――――――――――――――――――――――――――
古川 容子

�日本建築センター 評定部防災課　平成２年卒

―――――――――――――――――――――――――――――――
同窓会会長　田村 一徳
東京都　平成元年卒
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図２　企画経営コースの建築との関連概念図

表１　Ｂ系列科目（新カリキュラム）

不動産科学概論／民法Ⅰ・Ⅱ／行政法規／会計学／経済学特論

Ⅰ・Ⅱ／不動産経営／不動産維持管理／企画設計製図／不動産企

画及び演習Ⅰ／地域開発計画Ⅰ・Ⅱ／環境システム解析／鑑定評

価理論Ⅰ・Ⅱ／企画経営実習（必修）／防災計画Ⅰ・Ⅱ／不動産

マーケティング／不動産企画及び演習Ⅱ／不動産特別講義／卒

業企画設計（必修）



大学生活で大切なのは，知識をどれだけ身につけられる

か，ではなく，知識を身につけるための基本的能力を，どれ

だけ育むことができるか，ではないかと思います。企画経営

コースで先生や同輩たちと議論しながらひとつの企画をまと

め上げる経験を積んだことは，就職直後から現在に至るま

で，私の中で，建築センターでの業務をこなしていく上での

基盤となってくれていると実感しています。

最後になりましたが，15周年おめでとうございます。今

後もますますのご発展をお祈り申し上げます。

私は現在，理工学部電子工学科（平成13年4月より電子

情報工学科に名称変更）に助手として勤務しています。卒業

生の多くが都市開発や建築関係の仕事に従事しておられるの

をみると，相当に異端な存在であるといえます。しかし，企

画経営コースで学んだことは，今の私の仕事である研究や学

生の指導にも確実に生かされています。そのひとつが卒業研

究です。自らの設定した問題を調査あるいは実験によって分

析し，その解決方法を明らかにするという過程は，工学のど

の分野についても重要なものです。二つ目はプレゼンテーシ

ョンの仕方です。私の受けた「企画及び演習」の授業では，

都市再開発の演習課題に対し毎週のように発表を行いまし

た。図や模型など視覚的なメディアを使い，自分の考えを正

確にわかりやすく伝える訓練は，私自身の研究生活や国際会

議をはじめとする研究発表の場でも大いに役立っています。

さて，建築学科には企画経営と建築学の２つのコースがあ

ります。これらのコースをソフトウェアとハードウェアの観

点から眺めてみると，企画経営コースをソフトウェアに，建

築学コースをハードウェアに対応させることができると思い

ます。電子情報工学の分野でも，ソフトウェアとハードウェ

アの連携はとても大切です。身近なコンピュータシステムを

例にとると，ハードウェアだけがあっても，それを制御する

ためのソフトウェアがなくてはシステムとして機能しませ

ん。反対にハードウェアがなくては，実際のものであるシス

テムの実現はできず，またハードウェアの仕組みを理解しな

くては，その能力を十分に生かすことはできません。これと

同じように，建築物というハードウェアをもとに，どのよう

な仕組みで街や都市をつくっていくかというソフトウェアが

組み合わさって，初めてすばらしい空間が生み出されるのだ

と思います。企画経営，建築学のどちらのコースで学ぶにし

ても，お互いの内容を深く理解し，連携していくことの大切

さを企画経営コースが誕生して15年を迎えた今，再確認し

たいところです。

建築学科を卒業すると設計や施工の業務に携わる人が多い

と思いますが，私はゼネコンの開発部門で開発事業に携わっ

ています。開発事業とはどのようなものかというと，オフィ

スや商業施設，マンションなどの収益施設を建設し，それを

賃貸または売却することで収益を上げる事業です。事業の種

類は多様で，エリアにより駅前で大規模な再開発事業を行う

こともありますし，地方でリゾート施設を手がけることもあ

ります。

開発事業は幅広い知識が必要です。土地取得のための不動

産の知識や，事業を成立させ施設を運営していくための経

営・経理・税制的な知識などです。当然，開発事業は1人で

行うことはないので，すべての知識を専門的に習得する必要は

ないのですが，事業を実施する上での最低限の知識は必要とな

ります。私はその基礎知識を企画経営コースで学びました。

卒業して感じたことは，企画経営コースのカリキュラムは

大変実践に即しているということです。在学中は，建築学科

なのに法律や経済をなぜ学ぶのかと不思議に思いましたが，

それは企画経営コースの「工学，法律，経済にも明るい企

画・経営・維持・管理に及び総合力を持った人材の育成」と

いう設立趣旨にそったカリキュラムとなっているからです。

バブル経済崩壊後，不動産事業はもうだめだのような言わ

れ方をしてきました。しかし，一部の勝ち組みといわれる企

業では，人員のリストラや不良債権処理が順調に進み，新し

い事業展開を図ろうとしています。また，建設・不動産業以

外でもIT革命の先端にいる新規参入企業等は，事業の拡大を

図るため積極的に事業用地を求めています。そしてこれらの

企業は何れも不動産や建築的な知識をもった人材を必要とし

ています。

今後，企画経営コースは建築や不動産の分野にかかわら

ず，その可能性を求めてすべての分野に目を向ける必要があ

るのではないでしょうか。企画経営コースが設立してから

15年が経ちますが，今後は設立時とは違った形で社会から

人材の必要性が求められるような気がします。

大学2年のコース選択時には，まだ自分の中ではっきりと

した方向性は定まっていなかったのですが，最終的に建築設

計をするにしても，一度都市全体の仕組みをとらえたいと考

えておりましたので「デザインのできるプランナーを育て

―――――――――――――――――――――――――――――――
田村裕希

ATELIERあしたば（一級建築士事務所）

㈱東京ランドスケープ研究所 嘱託勤務　平成６年卒

―――――――――――――――――――――――――――――――
小原浩武

鹿島建設㈱　平成４年卒

―――――――――――――――――――――――――――――――
高橋　聖

日本大学理工学部　平成３年卒
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る。知識と共に知恵を使い計画する。」などをモットーとす

る企画経営コースに興味を覚えたものです。

それまでの課題は，あるビルディングタイプと敷地を提示

されただけで設計を始めていたのですが，「なぜその設計を

するのか」と，設計背景まで含んだ企画経営コースの課題の

出され方は，リアリティがあり新鮮だったことを覚えていま

す。設計をデザインイメージから始めるのではなく，まず土

地の与条件，そこに発生する需要，コスト等をトータルに眺

める「くせ」はその時期に叩き込まれた気がします。

卒業後，建築ではなくランドスケープの分野に就職し，都

市公園・自然公園・建築外構・街路・イベント会場等の設計

に関わらせていただいておりますが，各プロジェクトによっ

て立地条件・要求事項等がまったく異なるため，必ず最初の

段階では多方向からの検討が必要となります。その場所に望

まれるのは，空間利用促進なのか，自然保護なのか，何かを

引き立てる空間なのかなど，常に柔軟性をもって設計の立

場・方向性を絞っていくことが望まれます。その結果，物と

して見えてこない設計というのも多々ありますが，そこが建

築設計とは違った概念なのではないかと感じています。

ランドスケープという隣の分野ではありますが，企画経営

コースで学んだトータルな計画手法は各場面で役立ってお

り，分野の違いを超えたプランニングの基本を社会に出てか

ら再認識している状況です。

「あっ，あの顔は……」，シドニーオリンピックで盛り上が

った9月，テレビでは見たことのある顔がよく映っていた。

「不動産維持管理」の講義でお世話になった八木先生である。

学生当時は，「あのおっちゃん」（大変失礼ではありますが）

程度の感覚だったが，社会人になって，年齢を重ねるたびに

すごい方々に教わってたんだなーと，反省しきりです。

現在の仕事は，不動産の鑑定評価に携わっていますが，ク

ライアントに内容説明に行くたびに思い出すのが，「企画及

び演習Ⅰ・Ⅱ」の授業。先生方を前にプレゼンするんです

が，小嶋先生の一挙手一投足にドキドキしてた覚えが。発表

しながら，「先生，めがねかんじゃったよ」「首かしげてる

よ」と表情をチェックし，どんな質疑がくるか，それにどう

答えるか，考えを巡らせ……。その経験はすごい財産だと思

っています。

今の仕事の内容は，物納財産売払いのための調査・評価，

公共用地取得のための評価，建物の知識が特に必要となる評

価，競売等を担当しています。公共団体からの依頼が中心で

すので，現場でトラブルはないんですが，一番大変なのは競

売の現地調査です。まだ，恐い人たちが居付いていた，とい

うことはありませんが，「娘にだまされた」とかいってるお

婆さんの愚痴を延々と聞いたり，「何で価値のない土地に銀

行は金をこんなに貸すんだ」とか逆に説教されたりしていま

す。また，固定資産税課税のため，町内全部の建物を2年か

けてチェックしてまわるなど，単なる鑑定士事務所ではでき

ないこともでき，有意義に過ごさせてもらっています。

現在は，鑑定士になるため3次試験（11/26）に向けて

勉強するかたわら，不動産鑑定士補・一級建築士として宅建

の法定講習の講師もやらせていただけるようになりました。

まだまだ，建設・不動産業界とも厳しい時代が続きます

が，自己の研鑚に努め，皆様のご指導を仰ぎながら，企画経

営コース卒業生として頑張っていきたいと考えています。

私は7期生ということで，学生が一巡以上して，コースと

しては安定しはじめてきた時期に在籍していました。当時の

印象としては，学科としての授業とコースとしての授業が時

間的に半々であり，なおかつ授業の内容も当然のことながら

分野が異なっていたので，2つのクラスを掛け持ちしていた

ような感じがしていました。また，現在でもあまり変わらな

いとは思いますが，私立大学にしては珍しく学生数が50人

以下であったので，授業中に先生方と学生の距離が近かった

ことはよかったように思います。

ところで，私は地方自治体において営繕関係の仕事を行っ

ています。営繕関係の仕事は，用地の取得といった業務はあ

りませんが，建物の設計，建設，維持・管理，解体といった

一連の業務を行い，建物を不動産として扱っているのは民間

企業と同じです。近年においては，建物建設後の維持・管理

に関する問題が，市有建築物のストック増大や景気の低迷に

よる財政難等により，非常に重要な課題となってきており，

どの自治体においても企画経営コース出身者のような人材が

ますます必要となってきていると考えています。また今後に

おきましても，PFIの導入などを契機として，建物を経営す

るといった視点から公共施設の企画・運営をしていく必要性

がより重大性を増し，不動産経営に関する知識を併せ持った

人材が自治体にも必要になってくると思われます。

最後になりましたが，先生方には今後とも建物の企画経営

に関わる知識を豊富にもった学生を社会へ送り出していただ

きたいと思います。また，学生の皆さんには，企画経営コー

スで学んだ知識が，地方自治体においてもますます重要とな

ってきておりますので，ぜひチャレンジしていただきたいと

思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――
谷澤　賢

千葉市都市局建築部保全課　平成７年卒

―――――――――――――――――――――――――――――――
池末宏行

㈱総研評価コンサルタントグループ 鑑定担当　平成７年卒
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