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敷地は、50 坪程度の区画が規則的に並ぶ、ありふれた住宅地にある。区
画の中央に 2 階建て住宅が置かれ、家と家の隙間がつくりだす暗がりが、
街並全体を息苦しいものにしている。所有の概念が露骨にあらわれたこ
のような住宅地に、何か風通しの良いものをつくりたいと思った。内部
と外部の関係が絶たれないようにすることで、敷地全体が家になるよう
にスタディを重ねた。そうすることで、生活が家の外に流れ出し、街並
をつくるきっかけになるのではないかと思った。集まって住むというこ
とについて、どのようなあり方がふさわしいかを考えたプロジェクトで
ある。
この住宅は、平屋のボリュームと 3 階建てのタワーで構成されている。
平屋のヴォリュームはとても低い。土の中に 720mm 埋まり、ダイニン
グテーブルと同じ高さに庭がある。窓のすぐそこに花が咲き、家の中の
大人と同じ高さで子供たちが外で遊んでいる。屋根の高さは 1,870mm。
低いヴォリュームは自分自身の影をほとんど作らないので、敷地全体が
とても明るく、その反射光で家の中が満たされる。屋上にあがると、庭
の木々に囲まれた広場がある。バルコニーや 2 階建ての屋上とは違う気
持ちのいい高さ。まわりの住宅や通りを歩く人たちとの関係を少しだけ
変える。もう一つのヴォリュームは木造の小さなタワー。一辺が 3.1m の
正方形で、高さが 8.2m ある。3 階の窓からは、遠くの山や大きな空を感
じることができる。
この住宅が建つことによって光が射すようになった取り残された空間に、
隣人が緑を植え、庭がつながり、敷地境界線が消え始めている。所有の
概念を少し変えてみて、パブリックとプライベートの中間のような状態
をつくることで、みんなで集まって住むということの利点が生まれてく
るのではないかと思う。
世界の分け方、所有のラインの引き方を考えることで、住宅地の風景が
変わってくるのではないだろうか。

The site is a lot in a thoroughly ordinary residential area consisting of 
straight rows of roughly 165-square-meter lots. A two-story house stands 
in the middle of each lot, and the gloom born from the narrow spaces 
between the houses gives the neighborhood as a whole an oppressive 
atmosphere. I wondered if I might find some method of imparting change 
to this residential area where the concept of ownership was blatantly 
obvious. By giving continuity to the relationship between interior and 
exterior, I sought to make the overall site a house and created numerous 
studies to this end. As a result, the residents’ lifestyle spills out of the 
house and occasions the creation of the townscape. Designing the house 
was a project of seeking the best approach to clustered living—the form 
in which people dwell everywhere. 
The house is composed of a one-story volume and a three-story tower. 
The low one-story volume sits 720mm below ground, with result that the 
yard is at the same height as the dining table. Just outside the window, 
flowers bloom and children play on an eye level with adults standing 
indoors. With a roof height of 1,870mm, the low volume casts very little 
shadow, so the site overall is bright and airy, and the house is filled with 
reflected light. Going onto the roof, one enters a plaza encompassed by 
trees. The roof plaza has a comfortable height unlike that of a balcony 
or the roof of a two-story building. It subtly changes one’s relationship 
with the neighboring houses and people walking on the street. The other 
volume is a small wood-frame tower with a square plan, 3.1m to a side, 
standing 8.2m high. From the third-story windows, one can enjoy the 
distant mountains and expanse of the sky. 
In the spaces left open to sunlight by this design, neighbors plant 
greenery, yards find connection, and site boundaries begin to fade. I 
have slightly changed the concept of ownership and created a condition 
somewhere between public and private. This approach, I felt, would best 
realize the advantages posed by clustered living. 
By giving thought to how we divide the world and draw lines of 
ownership, we may perhaps effect change in the landscape of our 
residential areas. 





















所在地　　 北海道札幌市
主要用途　 専用住宅

意匠設計　 久野浩志建築設計事務所
構造設計　 長谷川大輔構造計画　担当／長谷川大輔、安田真弓

設計期間 2008 年 8 月 ~2009 年 4 月
施工期間 2009 年 5 月 ~2009 年 9 月
敷地面積 171.57m2
建築面積 60.76m2
延床面積 79.98m2
主体構造 RC 造 / 木造

撮影 久野浩志建築設計事務所

Loction  Sapporo city, Japan
Principal Use Private Residence

Architectual Design Hiroshi Kuno, Hiroshi Kuno + Associates
Structural Design Daisuke Hasegawa & Partners
Design Period Augast 2008- April 2009
Completion  September 2009

Site Area  171.57m2
Building Footprint 60.76m2
Gross Floor Area 79.98m2
Structure  Wood and Reiforced Concrete
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