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かわいい衛星予備校 マツヤアートワークス訪問記 

「神戸市・建築・かわいい」でネット検索をしたら、商業施設を専門とした設計事務所のサイト

で、「かわいい」をテーマとした衛星予備校が紹介されていた。その設計事務所は、姫路市のマ

ツヤアートワークス社、設計をされた松本哲哉さんにお話を伺い、神戸市の施設を見学した。 

 

（東進衛星予備校神戸岡本校 北面の夜景; マツヤアートワークス社の HP より） 

 

 

マツヤアートワークス 設計部長 松本哲哉さん 

松本哲哉氏 略歴 

1976 年生まれ 

1999 年 大阪芸術大学建築学科卒 

2001 年 大阪芸術大学大学院デザイン研究

科修了、大阪芸術大学大学院研究員、マ

ツヤアートワークス一級建築士事務所勤

務 

2006 年 同社設計部長  

2016 年 インテリアデザイナー世界ランキング

35 位（イタリア DAC 認定） 

 

ビジネスツールとしての建物 

宇治川(以下、Q):東進衛星予備校岡本校の計

画で、「かわいい」というテーマが取り上げられ

た経緯を教えてください。 

松本(以下、A):我々は商業施設専門の設計事

務所です。クライアントにしてみれば、商業施

設は、建築としての存在意義よりも、ビジネスツ

ールとしての存在意義の方が強い訳です。 

我々は、クライアントのビジネスツールとして

どう機能させるか、どうやって投資に見合う利

益を還元させるのかというところを一番大事に

して設計を進めています。 

 

神戸市岡本 

今回の松尾学院さんの校舎を作られる地域

は、女子校が密集している地域です。東進衛

星予備校はフランチャイズの予備校でして、各

地のいろんなフランチャイジー(フランチャイズ
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システムの主宰者であるフランチャイザーから

営業権を与えられる人または会社)がフランチ

ャイズ契約を結んで校舎を作ります。昨今、少

子化の流れの中で、生徒の争奪戦が物凄くシ

ビアになっています。そういう状況の中で、どう

いうところでアドバンテージをとって生徒を獲得

するかということをクライアントと考えていくこと

になりますが、今回は、女子校が密集している

地域で、敷地の前面道路が商店街とつながっ

ていて、そこが通学路になっているんですね。

普段、女子高生が歩いている場所で、その歩

いている女子高生が外から見て、「ああここの

予備校に行きたい」と思わさないといけない。

日本の女子高生が好きなキーワードは「かわい

い」だ、それをコンセプトにしようという結論に達

しました。 

Q:そういったことは、クライアントサイドのどういう

レベルの方と検討されたのですか？ 

A:実は、ずっと 10 校以上松尾学院さんとはお

付き合いさせていただいてまして、その流れの

中で、結構、任せていただけるような状態にあ

りました。 

先方から、今度ここに出すからねということを

伺って、周囲にどういう高校があるのかとか、い

ろんなことをヒアリングした上で、デザインは、

毎回自分たちで考えて、それをプレゼンテー

ションしてきました。今まで駄目だということはな

く、そのまま作らせていただいておりました。 

この校舎までは、どちらかと言うと男性的なイ

メージのものが多かったのです。一般的には

予備校は男子生徒のほうが多いのですが、今

回のように女子校の密集地域というのは特殊

例と言えます。 

Q:ということは、既にクライアントと信頼関係が

醸成されていたのですね。 

 

我々が提案 

A:そうですね。我々は、商業施設としてきちんと

機能してやっていけるものを僕らが提案します

というのが、そもそもの我々のスタンスです。お

客様もそういうものを提案して欲しくて来てくだ

さる方が多いので、条件をお聞きして、ベストと

思える提案を毎回させていただいてます。 

 

「かわいい」の実体化 

Q：では、「かわいい」というテーマがどのように

設計に反映されたのですか？ 

A:私達は、このデザインをＷＡＦ（ワールドアー

キテクチャーフェスティバル）INSIDE AWARDS

という建築とインテリアのデザインを競う国際コ

ンペに応募しました。そして、決勝戦に残ること

になり、その決勝戦がシンガポールで行われま

した。その時の模様を動画にしたもの[1]をご覧

いただきながら、ご説明します。 

初めに、デザインプロセスを説明しました。こ

れは、姫路城ですが、真っ白い壁がたくさんあ

ります。私が育った場所です。城の白壁には丸

型、四角型のくりぬいたような穴がたくさん開い

ています。「狭間(さま)」というものです。鉄砲を

構えたりとか、戦のために作られた仕掛けです

が、かわいらしいというか、特徴的なデザインで、

シンプルな美しさを持っています。400 年以上

前に作られた時も、機能と美しさが見事にマッ

チングしていることをやっています。これをモチ
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ーフとしています。 

 

衛星予備校 

さて、衛星予備校というのは、どこの校舎で

も通信衛星を使って流される授業をヘッドホン

をつけて、画面で見るんです。どこの校舎に行

っても同じ授業、受けるサービスは変わりませ

ん。ですから、校舎の面白さとか、何かしらアド

バンテージで引っ張ってこないといけない訳な

んです。 

 

建物のデザインで勝負 

一般的には、無味乾燥といいますか、事務

所みたいなのが当たり前の予備校です。で、

今回のクライアントの松尾学院さんは空間でア

ドバンテージつけて、子どもの興味を引いて、

どうせ同じ授業を受けるなら、ここに行きたいと

思わせる戦略で今までやってきて、我々もお手

伝いをさせていただきました。 

この予備校の敷地は、前が商店街で大きな

ガラス張りの建物があったんですね。神戸の岡

本というのは女子校の密集地域でして、、女子

高生が通学にいきあう道路に面していたといま

した。 

Ｑ：あの建物はワンフロアですね。 

Ａ：あの敷地は、前面道路から見ると 1 階建て

なのですが、敷地は反対側にかけて下がって

まして、そちら側から見ると 2 階建ての建物な

んです。 

 

三角屋根の空間 

で、女子高生に受け入れられやすいデザイ

ンを意識しなければいけないということから、キ

ーワードをかわいいに設定しました。 

で、かわいいということを空間にどのように変

換するかと言うことですが、かわいい空間、か

わいい建物を考えると、絵本の中に出てくるの

は三角屋根ですね。ドールハウス(人形の家)

でも最近の四角い形でなくて三角屋根です

ね。 

自分がこの空間に包まれた時にどうなるんだ

ろう、入ってみたらどうかなと考えて、このシエ

イプを作り出すことで、絵本の中、おとぎ話の

世界と実社会の接点を作りたいと考えました。 

入口を入ると前面道路に並行の通路があり、

左端に会議室、次に受付があって、ここに 3 つ

のブースがあります。 

 

入口に面した通路の左端は会議室、廊下、受付 

 

そして、３つのカラフルなブースが並ぶ 

これらのブースは、生徒が休憩に使ったり、

新しいお客さんに説明したり、クロージングに

使う訳ですね。その通路につながる廊下の先

も同じシェイプでくり抜かれています。ブースは、

４人用、４人用、６人用とあります。 

Q:そのブースは頻繁に使われる場所なのです

か？ 

A:そうです。ここは、結構、頻繁に使われます
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ね。クロージングに使われるところですから、ビ

ジネス的には、ここが一番大事なんですね。 

Ｑ：クロージングって？ 

Ａ：契約を結ぶことです。生徒さんと親御さんが

来て、予備校側がプレゼンテーションをして、

そこで、ここに来たいと思わせるための空間な

んです。 

Ｑ：この建物の配色はどのように構成されたの

ですか？ 

Ａ：配色に関しては、バランスをとるため、まず

12 色相環からひとつとばしに、赤・黄・緑・水

色・青・ピンクの６色を選択しました。しかし、水

色とピンクが周囲の白とのコントラストが弱かっ

たため、オレンジと紫に変更し、現在の６色を

決めました。また、緑は壁面の人工植栽に置き

換えました。 
Q：クライアントや予備校生などの反応はいか

がでしたか？ 

Ａ：生徒さんの反応というのは僕は聞いてない

ですね。クライアントの社長にはご満足いただ

いてまして、狙い通りの結果になって喜んでい

ただいています。 

 

不完全だからかわいいのでは？ 

Q：逆に、「かわいい」ということに関して何か難

しい問題はありましたか？ 

Ａ：難しいという問題ではないのですが、先ほど

のブースの五角形のシエイプは、全て綺麗な

五角形ではなくて、わざとゆがめているんです。

中心もずれているし、頂点の高さも変えていま

す。少しずつくずしています。 

「かわいい」という言葉を考えた時に、なんで

日本語の「かわいい」という言葉は、cute とか

prettyではなくて、もちろん赤ちゃんにも使いま

すし、老人に対しても使うことがある、しかもど

ちらかと言うと醜いとか気持ち悪いものにもか

わいいという表現を敢えて使ったりする。おそら

く、「かわいい」という言葉自体が日本人の心の

中にある不完全なものに対するいつくしみの心

であるとか、そういうものから喚起されてくる感

情なんだろうと思います。その beautiful 寄りの

美しさに対する表現ではない、不完全なものへ

の愛というかその辺がおそらく含まれた言葉な

んだろうなと分析をした訳なんですね。 

それで、完全な美しさを敢えて見せない、不

完全であることで「かわいい」という気持を喚起

できるんじゃないかというコンセプトで全部崩し

ているんですね。そこが大きな我々がこだわっ

た部分というか、限られた空間の中でどう崩し

たら良いのか、微調整に苦心しました。 

 

商業施設と「かわいい」 

Ｑ：商業施設のデザインがご専門の立場の方

にお聞きしたいのですが、「かわいい」というテ

ーマは、他の用途の建物にも広がっていくでし

ょうか？ 

Ａ：それはもちろん用途によってはあり得ると思

います。商業施設であれば何を対象としている

かによって変わりますけどね。 

Ｑ：顧客がという意味ですか？ 

Ａ：ええ、僕らはどうしてもそういう視点で考えて

しまうんで。 

Ｑ：で、女子高生、もしくは、もう少し若い人たち

の場合は、「かわいい」が効き目があるだろう



  けい・きゅーぶ vol.12 2016 年春号 

14 

と。 

A：女性が顧客のビジネスはたくさんあると思う

んですけれど、そうなってくるでしょうし、それが

男性的なデザインだと望んでいるビジネスの結

果は得られないでしょうから、当然それは、いく

らでもあると思うんですけれど。さらに、最近、

男性でも女性化してるようですから、そういう意

味でも受け入れられやすくなっていくのかもし

れませんけど。 

Q：どうもありがとうございました。 

 

インタビューを終えて 

松本さんのお話の中にも、デザインのテー

マや色彩計画は、想定するユーザー（顧客・利

用者）の特性から組み立てるプロセスであるこ

とが登場した。商業施設の方法論から学ぶこと

は少なくない。 

 

■阪急岡本駅から 

 阪急電鉄岡本駅は、阪神間の中で歴史のあ

る高級住宅街が続く位置にあり、駅周辺は豪

壮な邸宅建築が多く、甲南大学、神戸薬科大

学、甲南女子大学を始めとして、学生が多く乗

降する駅で、南にある JR 摂津本山駅から岡本

駅の周辺は、若者向けの飲食店や雑貨店が

多い。 

 

洋菓子店ケーニヒスクローネ阪急岡本店 

岡本駅から徒歩数分で東進衛星予備校神

戸岡本校に達する。 

 

東進衛星予備校神戸岡本校 前面道路から 

 同校舎の裏側は、幹線道路に面しており、交

通量は多い。 
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東進衛星予備校神戸岡本校 南面 

敷地は西側の川のためか、平行四辺形で、

建物の平面もそれに合わせている。 

 

平面図 マツヤアートワークス HP[2]より 

 

受付 

 

会議室内部 

 

前面の通路に垂直な廊下 

 

教室内部 
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ブース 1（４人用） 

 

ブース 2（6 人用） 

 

ブース 3（6 人用） 

参考資料 

[1] "INSIDE world festival of interiors(UK) 

2014 " shortlist presentation:  

https://www.youtube.com/watch?v=6WNB

N23l6tA 

[2] マツヤアートワークス：  

http://matsuya-art-works.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 




