
シナの木と白い家
White hut and Tilia japonica



※ ※撮影：Shigeta Satoshi (Nacasa&Partners)

上：１階書斎スペースから道沿いに植えたカツラをみる
左：３階から吹抜けを見下ろす



※

※

上：テーブル越しに玄関と青い車庫を見る 
左：２つの吹抜けとシナの棚壁を見る



終戦直後、米軍によって撮影された航空
写真には、帯状に湾曲する水田の両側に
屋敷林を伴う敷地が並んでいる様子が見
える。水田はおそらく荒川デルタの派川
跡で、１９６０年代には埋められ宅地に
かわった。

終戦直後の空中写真に写る川の痕跡（1947年米軍撮影） 配置図



かつての荒川派川跡と考えられる水田を 1960 年代前後に開発してでき
た住宅地での建替である。
　以前は隔てられていた南側道路と北側公園との間に視線が抜けるよう
やや西側に寄せて建物を配置し、そこをアプローチとしている。建物の
主架構は視線を遮る南北 2 枚の大きな木の壁と、間に架けられた 3 層の
床と小屋組からなる。木の壁の内側は生活の拠り所となるよう全面をシ
ナの棚とし、両脇を鉄骨で補強された白い壁で挟み、棚壁と白い壁との
間にできる隙間にスリット状の縦長窓と公園から道路へ抜ける吹抜けを
つくり、窓の前には緑の少ない街のために木陰をつくる３本の木を植え
ている。
　３層の床には落着いた 1 階にベッド、周囲と等間隔となる主階へテー
ブル、明るい最上階にバスタブを置き、床の家具と対になるように吹抜
けの中へキッチンや机や洗面を設え、吹抜けと家具のような階段が内部
を、窓を通して外部をつなげるように配置した。
　地面には川床を思わせる砂利を敷き、過去の増水時の水位を考慮して
基壇を立ち上げ、３本の木は水辺に自生するカツラの木と棚壁に呼応す
るシナの木とした。シンメトリーの白い正面は隣地の青い車庫との間に
隠れており、周囲の住宅が立ち並ぶ前からそこにあったかのような錯覚
をもたらす。ガラス越しに見える小屋組は納屋のようにも見え、その建
ち方と相まって均質な住宅地の中に多義的な状況をつくり出すことを意
図した。
　小さな住宅であっても、土地の歴史や外部の環境と一体となった大き
な空間に留まるような生活の豊かさを実現したいと考えた。

※

※

左：南側外観 道路との間にカツラ
（左）とシナノキ（右）隣地の青い駐
車場との間がアプローチ
右：隣地の車庫に隠れたシンメトリー
のファサード



The building was rebuilt in a residential area developed in the 
1960s that was used as rice fields, and prior to that a likely 
Arakawa distributary.
The building was located towards the west side of the site to 
allow a line-of-vision between the road on the south side and the 
park on the north side, and where the view was formerly blocked 
is now used as an approach. The main structures of the building 
are two large wooden walls on the north and south sides that 
block the view, three floors in-between, and a roof truss. In order 
to create a foundation for living, the interior of the large wooden 
walls are entirely made of shelves of Tilia japonica. White walls 
supported with steel frames sandwich both ends of the wall 
shelves. In the openings between the wall shelves and the white 
walls, there are slit windows and a vaulted ceiling that runs from 
the park to the street.
The house was designed to realize a wealth of life in a large 
space that is integrated with the history of the site and the 
surrounding environment, although it is actually a small sized 
house. 

※

左：階段の途中にある玄関から
１階と主階である２階を見る
右：３階から吹抜けのキッチン
と書斎スペースのカウンターを
見下ろす



※

※

3階平面図

2階平面図

1階平面図

BTH 浴室
VD   吹抜け
LDK LDK
BR   寝室

吹抜けに挟まれたリビングダイニング 

ベッドから階段と玄関と白い壁を見る



※

※

矩計図

小屋組

最上階 部屋の中央に置いたバスタブ



※

※

上：北側公園からスリット窓と階段を見る
左：階段からスリット窓と公園を見る



※

A-A断面図

B-B 断面図

南側立面図

東側立面図

アプローチ 外階段と公園との間にカツラの木





主な用途：専用住宅
敷地面積：38.05m²
建築面積：20.95m²
延床面積：57.95m²

Main use：house
Site area：38.05m²
Building area：20.95m²
Total floor area：57.95m²

架構イメージ模型

Data


