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Wikitopia プロジェクトは，先進的な情報

通信技術を活用することで，オンライン

百科事典 Wikipedia のように「みんな」

でつくる未来の都市の実現を目指す研究

プロジェクトです．科学技術振興機構

（JST）未来社会創造事業の助成を受け，

株式会社ソニーコンピュータサイエンス

研究所をはじめとした日米２カ国にまた

がる複数の組織や個人が参加して，2017

年から活動しています．このたび，研究

活動の一環として，国際的、学際的に未

来のまちづくりに関するアイデアを募集

するコンペティションを実施します．

ここで募集するのは単なる夢のようなア

イデアではなく，今後Wikitopia プロジェ

クトが具体的なまちづくりを展開してい

く上での基盤要素となるデザイン，技術，

制度，概念です．建築，都市計画，I T，

デザイン，その他どのような視点のアイ

デアでも構いません．皆様の自由で，可

能性に満ちたアイデアをお待ちしており

ます．このコンペティションに参加して

くださる皆様ひとりひとりのアイデアが，

いずれ Wikitopia を構成する礎になるも

のと我々は考えています．

WIKITOPIA INTERNATIONAL COMPETITION 
JST未来社会創造事業「Wikitopiaプロジェクト」 代表

竹内雄一郎 　 計算機科学者

第１回（PHASE 1）コンペ
課題  Wikitopia（ 銀座 ）のためのアプリ
提案対象 東京都中央区銀座地域
募集締切 2018 年 9 月 24 日（月・休日）
賞・賞金 最優秀賞（1作品）賞金 50 万円
　　　　　　優秀賞（2～ 3作品）賞金 10 万円　入賞（4～ 5作品）賞金 5万円
発表方法 Web サイト＋展示・発表会　2018 年 11 月 25 ～ 28 日
  ※ 野村コンファレンスプラザ日本橋で開催される ACM ISS 2018 と併催

第２回（PHASE 2）コンペ
課題  Wikitopia（ Ginza Sony Park ）のためのアプリ
対象地域 Ginza Sony Park　（東京都中央区銀座 5-3-1）
募集締切 2018 年 12 月 28 日（金）
  ※ 2018 年 10 月上旬に募集開始予定

賞・賞金 最優秀賞（1作品）賞金 50 万円
  優秀賞（2～ 3作品）賞金 10 万円

  Wikitopia 賞（1作品）賞金 50 万円
発表方法 Web サイト＋展示・発表会　2019 年春を予定
  ※ 応募者の協力のもと，Ginza Sony Park における実装も検討します

選考委員

泉山塁威 タクティカル・アーバニスト /東京大学 / ソトノバ

川原圭博 情報工学者 /東京大学

成瀬友梨 建築家 /成瀬・猪熊建築設計事務所
　
吉村靖孝 建築家 /早稲田大学 / 吉村靖孝建築設計事務所

暦本純一 情報工学者 /東京大学 / ソニーコンピュータサイエンス研究所

コンペティション企画・設計

倉方俊輔 建築史家/大阪市立大学

 山本想太郎     建築家 /山本想太郎設計アトリエ

アーキテクチャ × アーバニズム × テクノロジー × デザイン

ＮＴＴ出版株式会社

https://wikitopia.jp/competition/

(c) Trevor Dykstra                      (c) Mark Hogan

(c) Mary Carson                      (c) Kyle Nieber



■ ご参加について
第１回（PHASE 1），第２回（PHASE 2）のコンペは互いに関連して

いますが，両方に応募していただいても，どちらか一方のみに応募

していただいても構いません．年齢，国籍，資格などは問いません．

グループによる応募も可とします．１人，１グループあたりの応募

数にも制限はありません．ただし，第２回コンペにおいて実施され

る Web 上の参加型の審査への参加については，第１回，第２回に

共通する応募条件とお考えください．

■ 第１回（PHASE 1）コンペ
課題 　Wikitopia（ 銀座 ）のためのアプリ
募集締切 　2018 年 9 月 20 日（木）

提出方法 　A3 横×2枚の提案データを上記のサイトにWeb提出

募集内容 　Wikitopia すなわち「みんな」でつくる未来都市の基盤

となる新しい「アプリ」を募集します．ここで我々が「アプリ」と

呼んでいるのは，「都市の住人の自発的な活動を通して，都市空間

やそこでの人々の行動になんらかの変化を与える」アイデアのこと

です．提案対象となる東京都中央区の銀座地域はあくまでアイデア

を考え出す上でのヒントとして設定するものであり，地域に固有の

場所性，固有の問題に，それほど強く寄り添ったアイデアである必

要はありません．たとえば次のようなタイプの提案が想定されます．

①ハードウェア的提案：「みんな」でつくる都市の実現に寄与する

ハードウェア（建物，空間，公共設備など）に関する提案．

②情報システム的提案：都市における人々の活動や，都市の機能に

影響をおよぼす情報システムに関する提案．

③都市計画的提案：まちづくりに対する人々の自発的な参加を促進

する制度や都市計画などに関する提案．

選考・発表 　選考結果は，Web サイト上で 2018 年 11 月中旬まで

に発表します．また 2018 年 11 月 25 日から 28 日にかけて，野村

コンファレンスプラザ日本橋（東京都中央区）において応募作品の

公開展示と，選考委員，受賞作品の応募者，およびゲストスピーカー

によるプレゼンテーションを実施します（インタラクティブ技術と

空間との融合をテーマとした国際会議，ACM ISS 2018と併催）．また，

このコンペに応募された「アプリ」は原則として，すべて Web サ

イトに掲載されます（時期は 2018 年 10 月上旬を予定）．

■ 第２回（PHASE 2）コンペ
課題 　Wikitopia（ Ginza Sony Park ）のためのアプリ
対象地域 　Ginza Sony Park（東京都中央区銀座 5-3-1）
募集締切 　2018 年 12 月 28 日（金）　※10 月上旬に募集開始予定

提出方法 　A3 横×2枚の提案データを上記のサイトにWeb提出

募集内容 　第１回と同様，Wikitopia の基盤となる新しい「アプリ」

を募集します．ただし，第１回コンペに応募された作品を下敷きに

したアイデアとしてください（第１回コンペに応募された作品は

Web サイト上に掲載）．また第２回では対象地域をより限定し，

Ginza Sony Park（東京都中央区銀座 5-3-1）もしくはその近隣地
域とします．（ Ginza Sony Park は 2018 年 8 月に一般公開予定で
す．詳細については公式サイトをご覧ください．）

選考・発表 　まず審査員によって一次選考通過作品（30 作品程度，

この中から最優秀賞・優秀賞・Wikitopia 賞が選ばれます）を選定し，

その結果をWeb サイト上で 2019 年初頭に発表します．その後１ヶ

月程度，Web 上のシステム（URL は後日応募者に連絡します）に

おいて第１回コンペ・第２回コンペの全応募者を交えた参加型の審

査を実施します．その結果により，2019 年 3月までにWikitopia 賞

の受賞作品を選定・発表し，同時に最優秀賞・優秀賞の受賞作品を

発表します．応募された「アプリ」は原則として，すべて Web サ

イトに掲載されます（2019 年 1 月を予定）．また 2019 年春に応募

作品の公開展示と，選考委員，受賞作品の応募者，およびゲストス

ピーカーによるプレゼンテーション・イベントを実施します．さら

に受賞作品については，2019 年春以降，応募者の協力のもと

Ginza Sony Park において実装することも検討します．

■ 選考委員
泉山塁威（タクティカル・アーバニスト /東京大学 / ソトノバ）

川原圭博（情報工学者 /東京大学）

成瀬友梨（建築家 /成瀬・猪熊建築設計事務所）

吉村靖孝（建築家 /早稲田大学 / 吉村靖孝建築設計事務所）

暦本純一（情報工学者/東京大学 / ソニーコンピュータサイエンス研究所）

■ 選考委員（補助）
Amin Anjomshoaa（計算機科学者 /マサチューセッツ工科大学）

Anna Muessig（都市計画家 /Gehl Architects）

Rashmi Ramaswamy（建築家 /Shed Studio）

■ コンペティション企画・設計
倉方俊輔（建築史家 /大阪市立大学）

山本想太郎（建築家 /山本想太郎設計アトリエ）

■ WIKITOPIA INTERNATIONAL COMPETITION 実行委員会
竹内雄一郎（ JST 未来社会創造事業「Wikitopia プロジェクト」代表）

倉方俊輔（建築史家 /大阪市立大学）

山本想太郎（建築家 /山本想太郎設計アトリエ）

山田兼太郎（ 編集者 /ＮＴＴ出版）

Jack Cochran （ Urbain DRC）

Carl Koepcke （ Urbain DRC）

■ WIKITOPIA INTERNATIONAL COMPETITION 事務局
一般社団法人ウィキトピア・インスティテュート
〒108-0073 東京都港区三田 5-8-16-602
competition@wikitopiainstitute.org

アーキテクチャ × アーバニズム × テクノロジー × デザイン

https://wikitopia.jp/competition/

Wikitopia および本コンペに関する情報については，
コンペWeb サイトをご覧ください．募集内容，提出
方法などについてより詳細な情報を掲載しています．


