Will you enjoy
the small garden?
はじめよう！「小さな庭」
のある暮らし

建築家と造園家が設計した

庭と暮らす家
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自分の手で住まいを緑で彩ることに挑戦してみるのもいいけれど、
少し敷居が高いかなと思った人は、専門家のデザインした庭を参考にしてみては。
「街に開いた庭」と
「敷地のうちに秘めた庭」。
タイプこと異なれど、それぞれのよさに気づくはず。
庭のプランは、道行く人や家族、そして自然との交わり方次第なのだ。

住宅街の一角に建つ二宮さんのアトリエ兼
自邸。左右の 2棟をつなぐ中央のガラス張
りの打ち合わせ室を通じて、中庭の緑が見
通せる。通りに面した手前には緑豊かな前
庭があり、ベンチも置かれている。住民に
とっては小さな公園のような場だ。雨宿り
をする人や、足を止めて世間話に花を咲か
せる人も増えたという（写真右上参照）
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右ページ写真の中央に見える打
ち合わせ室から中庭を望む。打
ち合わせ室の手前と奥はガラス
戸で仕切れるが、床は青々とし
た芝生が生えた土の土間で、観
葉植物は何と地植えという半屋
外空間。引き戸を開放すると、
前庭と中庭がひと続きになる

CASE 1

街に開いた庭が
住民とつながる場に

「歩いて楽しい街にしたい」と語る建築家・二宮晴夫さんは、
アトリエ兼自宅を建てる際、街に開いた公園のような庭を設けた。
庭は道行く人々との自然なコミュニケーションを深める場になっている。
東京都・杉並区 自邸 家族構成／夫 49 歳
敷地面積／455.95㎡ 設計／二宮晴夫
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妻 49 歳

ひとりひとりの
居場所が見つかる

右／中庭から見た西棟 1階のアトリエ。2階は夫妻の住居スペ
ース。アトリエ内部の本棚は、建物を支える構造上の柱を活用
したもの。赤い下見板張りの外壁はレッドシダー
下／中庭奥にある母屋の玄関前からの見返し。左手はアトリエ、
右手は食堂。正面奥の打ち合わせ室を通じて、向かいの家の垣
根まで、奥行きの深い緑のゾーンがすべてつながって見える。
中庭の木々は以前からあったものと新しく植えたものが混在し
ており、右手前は古くからあったネズミモチ。左手前のヤマモ
ミジと正面のナツツバキは新たに植えた樹木
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the small garden?

右／街の気配が感じられ
る打ち合わせ室。土壁に
はネコ用階段を設置
中／東棟内部。1階は土
間キッチンと食堂、2 階
はライブラリー。こちら
の壁面収納も構造を活用
左／思い思いの場所でラ
ンチを楽しむ二宮さんと
事務所のスタッフたち

通りから奥まで連続する
奥行きの深い緑の豊かさ

建築家・二宮晴夫さんの事務所

兼自宅は、私鉄沿線の駅からほど

近い閑静な住宅街の一角にある。

近隣の家々はさほど密集地ではな

いにもかかわらず、敷地と道路の

間には高い塀や垣根か建物自身の

壁が立ちはだかり、内部の気配は

感じられず、庭の緑も見えない。

一方、二宮さんの事務所兼自宅

は、南北に長い敷地に対し、あえ

を建て、東屋のような半戸外の土

て中庭を挟んで東西に細長い２棟

間空間で両者をつないでいる。さ

らに、建物を道路から一歩後退さ

せて広い前庭を配置。通りから見

ると、手前の前庭から中庭、奥の

見通せ、まるで住宅街の一角に小

庭まで奥行きの深い緑のゾーンが

さな公園が出現したかのようだ。

てオープンな住まいをつくること

「最近、特に若い世代は街に対し

に、さほど抵抗がなくなってきて

るんじゃないかな。この建物が一

つのきっかけになって、街並みが

少しずつでも変わっていけばと思

って……」と二宮さん。

建物ができて以来、軒下で雨宿

りをしたり、前庭のベンチで休憩

する住民の姿も見られるという。

んと話していたら、
『草は根っこ

「草取りをしながら近所のおじさ

から抜かなきゃ』
と怒られました」

と事務所のスタッフは苦笑い。
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親世帯の住まい

上／事務所の 2階にある夫妻の住まい
からも中庭の緑がよく見える
下／東棟の 2階から吹き抜け越しに食
堂と中庭を見下ろす。中央は井戸
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前庭 近隣に開放した公園のような場
打ち合わせ室
前庭と中庭をつなぐ半戸外空間
中庭 二世帯の住まいと
事務所をつなぐ要。井戸のある水場もある
アトリエ 大
らかな木の大空間
台所・食堂 事務所でも使う広い土間
キッチン。小上がりのような食堂付き
ライブラリー 仕
事場の一部として活用
屋上菜園 ハーブや野菜が生育中
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2

Small Details

4

前庭や打ち合わせ室でテーブルやベンチとして活用して
いるブロック材は、木のチップを固めた特殊な集成材を加
工したもの
2棟をつなぐ打ち合わせ室の上の傾斜屋根
は緑化されており、前庭に植えたナツツバキやヤマモモな
どの樹木とともに、近隣に潤いをもたらしている。2階の
住まいから水やりも可能
井戸のある水場はカラフルな
タイル貼り。造園家・樋口彩土さんのデザイン
屋上菜
園では事務所のスタッフが野菜やハーブを栽培中。料理や
庭仕事はデスクワークのよい息抜きになるそうだ

中庭から見た親世帯の住まい。ガラス張りの玄関ホールを通じ、南の庭の緑までが見通せる。中庭に
面した建物の外壁は防火構造でなくてもよいため、すべて板張りに。建具も木製で、やわらかな印象

中庭の中心にある井戸は以前からあったもの。震
災時には近隣の住民にも提供される。パーティー
時には水場に水を貯め、ビールや果物を冷やすこ
とも。先端のネコのオブジェがかわいい（写真左）

右／土のイメージだという外壁の赤に、緑が映える
左／西棟の角に絡んで伸びたカロライナジャスミン

試行錯誤を繰り返しつつ
徐々に育ててゆく庭

もともと、敷地の道路側には父

上が営む診療所を併設した古い家

売りに出た際に買い取り、二宮さ

が建っていた。のちに奥の隣地が

んが子どもの頃は庭として使って

いたという。独立後、奥の空き地

に親世帯の住まいを新築したのが

年前。二宮さんは古い建物を事

年がかりで練っていたわけだ。

宅兼事務所を増築する２期計画を

務所として使いつつ、道路側に自

12

えない。手間はかかるものです」
。

もメンテナンスフリーなんてあり

んもよく言ってますが、建物も庭

も楽しんでやっています。晴夫さ

はありがたい。日々の庭の手入れ

いので、実験場が目の前にあるの

ら。自然は読み切れない部分が多

手を入れるという意向でしたか

も続行中です。使いながら徐々に

彩土さんはこう語る。
「工事は今

オフサイドプランニングの樋口

プランニングが共同で行った。

務所をシェアしているオフサイド

に二宮さんのアトリエと、現在事

たようだ。造園は設計・施工とも

う庭のイメージもはっきりしてい

せて奥行きある緑でつなごうとい

ら向かいの借景まで、建物に合わ

熟知した二宮さんだけに、母屋か

も美しい。そうした敷地のよさを

な立派な大木が残り、生け垣の緑

向かいの家には、街道松のよう

10
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やわらかな間接照明が
生み出すもう一つの顔

ところで、この建物、日が暮れ

てくると表情が一変する。秘密は

ライティングにある。ダウンライ

トやペンダントなど、下向きの直

接光はほとんど見当たらず、メイ

ンは間接照明。天井や壁に反射し

たやわらかな光が、建物をより立

体的に浮かび上がらせる。中庭の

木々もライトアップされ、左官仕

上げの壁に映った葉の影も演出効

果満点。そろそろ仕事は切り上げ

て、一杯飲みたくなる雰囲気だ。

実際、二宮さんの事務所ではス

タッフが料理してランチを楽しん

だり、大勢が集まってパーティー

を開く機会も多いそうで、１階の

土間キッチンはそれを想定したつ

くり。戸外の風が心地よい季節、

中庭に張り出した濡れ縁や半戸外

の打ち合わせ室は三々五々、人が

溜まる場として活躍する。

昼は庭の緑が、
、夜は温かなあ

かりが、道行く人の目を楽しませ

は決して小さくないだろう。とき

てくれる建物。街にもたらす影響

どきカフェとまちがえて中庭まで

犯上、問題ないのかと言われるこ

入ってくる人もいるというが、「防

ともあるけど、塀で囲ってしまう

より、死角がないからかえって大

丈夫だと思いますよ。今のところ

泥棒は入ってないし」
。二宮さん

はそう言って笑った。

日が暮れると、昼間とは一変したドラマチックな光に包まれた
空間が出現。照明デザインはスパンコールの村角千亜希さんが
手がけた。室内は天井照明がほとんどなく、間接光が天井や壁
をふわりと照らし出す。
「天井をきれいに見せたいから、でき
るだけ照明器具はつけたくなかった」と二宮さん

二宮晴夫

Haruo Ninomiya

1960 年東京都生まれ。早稲田大学理工
学部建築学科卒業。'84 〜 '93 積水化学
工業にて商品化住宅の企画、設計に従事。
'93 年アトリエハル設立。写真のアトリエ
兼自邸（浜田山の家）で「住まいの環境デ
ザイン・アワード2009」環境デザイン最優
秀賞ほか、多数受賞
http://www.ha-ru.co.jp/

Data
敷地面積／ 455.95㎡
（138.17 坪）
延床面積／ 176.33㎡
（53.43 坪）
1階／ 103.05㎡
（31.23 坪）
2 階／ 73.28 ㎡
（22.21 坪）
用途地域／第 1種低層住居専用地域
建ぺい率／ 50%
容積率／ 100%
構造／木造軸組工法
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Material
［外部仕上げ］
屋根／ガルバリウム鋼板瓦棒葺き
外壁／モルタル、レッドシダー下見板張り
［内部仕上げ］
床／オーク& パイン無垢フローリング
壁／漆喰塗り
天井／塗装

Instruments

厨房機器／オリジナル
衛生機器／ INAX、TOTO
設計／二宮晴夫
（アトリエハル）
〒168-0065
東京都杉並区浜田山 3-22-7
☎ 03・3302・4744
施工／藤孝建設
☎ 03・3393・2631
造園／アトリエハル＋オフサイドプランニング

