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担当建築家

山本　清美
Yamamoto　　Kiyomi
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建築計画設計事務所＠東京都

クライアントの希望の間取り・収納・外観等、現在直近の関心事に重きを置かれ
て設計条件をお話しされる場合が少なくありません。
これらの条件は設計者として上手く、まとめあげます。
これらの条件をお聞かせいただくことはモチロンですが、どんな暮らし方をされ
たいかという「ライフスタイル」の「想い」をお聞かせいただくことで設計を豊
かに膨らませていけると考えます。
設計者はクライアントの想像力を支え具現化する代理人であり、建築はクライア
ントの「想い」が創り出した独自の空間となる、と考えています。

1966 石川県生まれ

1988 福井大学工学部建築学科　卒業

1988 デベロッパー建築部　所属

1996 建築設計事務所　入所

1998 一級建築士事務所　建築計画設計事務所　設立



１F ２F

敷地面積 ： 73.51 坪 (243.03 ㎡ )

１階床面積 ： 22.66 坪 （74.94 ㎡）

２階床面積 ： 10.26 坪 （33.94 ㎡）

延床面積 ： 32.92 坪 （108.89 ㎡）

主寝室

≪5 帖≫

LDK

≪22 帖≫

WIC

≪2 帖≫

ランドリー

≪1.5 帖≫

脱衣

洗面

≪3 帖≫

SICL

玄関

≪3 帖≫

書斎

≪4 帖≫

洋室

≪8.75 帖≫

フリースペース

≪5 帖≫



陽射しの変化と庭を楽しめる家

POINT①

POINT②

POINT③

2 面道路に面した角地で、道路や周辺隣家からの視線を遮りつつ

閉鎖的にならない明るい室内

駐車スペースと庭との関わり方等

敷地全体を活かした配置計画

家族が集まる、ゆとりのある「楽しいキッチン」



配置計画

隣家の位置、 玄関や窓の位置、 高さ等も計測します。

そのデータをもとに建築家は現地を調査し、 視線 ・ 風の

抜け方 ・ 光の入り方、 隣家や周辺からの見え方等を総

合的に見て、 その敷地に合ったベストな設計をします。

P O I N T

東

西

北

南

①敷地が 2面道路に面している角地の為、2方

向から駐車しやすい駐車計画

②東側と南側を大きく開けるために、西・北側

に建物を寄せたが、隣家からの視線が室内へ入

らないよう計算された窓位置

③将来、駐輪スペースができても玄関に入る動

線を邪魔しないように区分けする、細やかな配

置計画

駐輪スペース

駐車

スペース

人が通る動線

①

③

②



玄関からの動線

東

西

北

南

賃貸の玄関がとても狭く、収納も少ないので、
それがとてもストレスになっています。
広い玄関が憧れです。
できればベンチを置いたりしたいな。
「廊下」がすごく無駄だと感じるので、廊下は
できる限り無くしたいです。

建築家 POINT動線・空間の広がり

ご家族は玄関→シューズクローゼット→ホールという動線です。
シューズクローゼットはコートなどもかけられるようにしてい
ますので、身軽に室内に上がれますし、収納もヒアリングした
収納量+十分な量を取っています。
「ベンチを置く」というご要望があったので、そのスペースも取
りました。ベンチ下に靴の収納もできますね。

来客は玄関→ホールと真っすぐの動線です。
鉄骨階段をあえて目の前にもってくることで、よりホールの広
がりを演出していますが、玄関から LDK が丸見えにならないよ
う玄関からの視線をコントロールしています。

玄関

ルーバーの効果で、玄関から LDK が丸

見えにならない

１F

玄関前ホールに階段を配置すること

で、視線が 2 階へ広がり「空間の広がり」

を創り出すことができる。



リビング

リビングで過ごされる時間が多いとのことでしたので、広
く取りました。プラス、リビングに隣接する各部屋には扉
を設けず、壁で視線を遮れるようにしているので、同じ空
間だけど水まわりなどのプライバシー性が高い場所はリビ
ングから見えないように視線をコントロールしています。
一部が吹き抜けなので、縦にも空間が広がり、より「広がり」
を感じていただけます。
お庭も・・ということでしたので、リビングとの繋がりを
持たせ、かつ少し囲むようなカタチにし、「中庭」のように
創ったことで、より外の視線を気にすることなく、リビン
グ→庭を楽しめるように設計しました。

夫婦ともにリビングで過ごすことが多いので、とにかく
「広く感じられる」ことを重要視しています。
お互いリビングで読書や、裁縫などの趣味を楽しむこと
も多いので、明るくて、開放的なリビングが希望です。
庭も創れるなら欲しいかな。
お花やハーブを植えたりしたいです。

建築家 POINT要望 +αの設計

東

西

北

南
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庭

袖壁があるため外から

視認されにくい

扉をつけず、壁で視線

をコントロールするこ

とで、空間が途切れる

ことなく「開放感」と「プ

ライバシー」を両立さ

せている。



キッチン・ダイニング・パントリー
キッチンと水回りは近いほうが、料理や洗濯
などの家事動線が便利なので、玄関からキッ
チンは離れますが、その分は勝手口でカバー
していたければ良いかと思います。
キッチンは家全体を見渡せる位置で、キッチ
ン横に家事室兼スタディスペースを設けまし
た。
壁面は収納なので、キッチン用品も置くこと
もできますし、奥さんのミシンやお菓子作り
の作業台としても多様に使えます。

お菓子創りが趣味ということもあって、キッチンに立つ時間は多いです。
★食器などを集めることが好き、綺麗に収納できるキッチン収納は必須
★パントリーには食品ストックやお菓子創りの道具などを置きたい
★キッチンからテレビが見えるように
★キッチンから LDが見渡せる感じ
★キッチンの手元側がリビングから見えるのは嫌
★買い物→キッチンの動線重視

東

西

北

南
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勝手口

手洗いパントリー

に収納

兼用カウンター

作業台・スタディスペース

多様に使える

テ
レ
ビ

キッチンからテレビも見える

【食器棚】

ご要望のキッチン収納とイメージが異なる

が、オーナー様の希望により新居にも利用

することに。

造作カウンターとのバランスをとりつつ、

レンジフードの背面に設置することでリビ

ング側から見た時の、造作カウンターと食

器棚の違和感を無くしオーナー様のご希望

通りのスタイリッシュな空間を演出。

建築家 POINT要望 +生活スタイルを反映

帰宅



主寝室

寝室

生活を１階で完結させたいので、できれば寝室は１階が
良いです。
夜中にトイレで起きたりするので、寝室からトイレは近
いほうが良いですね。

WIC

洋服が特別多いわけではないけど、しっかり収
納できるWIC が欲しいです。
各部屋にあるよりは、ファミリークロゼットと
して全員分収納する感じで考えてます。

建築家 POINT暮らしやすさ・使いやすさの提案

東

西

北

南

１F

寝室は玄関やリビングなどからも距離を取り、静かで落
ち着く配置を意識しつつ、2階からもアクセスしやすい
配置にしています。
トイレが洗面などの脱衣と多少離れますが、来客の場合
などは、この位置のほうが脱衣などのプライバシーゾー
ンに立ち入られることなく使用できるので良いかと思い
ます。

ト
イ
レ

寝室

WIC 【帰宅時】玄関→着替え
【起床時】起床→着替え
どのシチュエーションでも
使いやすい WIC

WIC は 2帖程あれば十分かと思います。
寝室からだけでなく玄関やリビングからも入れ
るように位置を工夫しました。
来客などからは見られず、かつ家族は使いやす
い配置にしています。



将来のこと、とくにお子様のことは「そのときに対
応できるかどうか」が大切です。
必ずしも個室にする必要は無いかもしれませんの
で、個室が必要になったときはそうできるようにし
ておいて、今は広々と何にでも使えるような空間に
しておいたほうが無駄が無いと思います。
フリースペースとの併用で、よりお部屋が広く感じ
ますよ。

子供部屋

子どもは将来、ふたりかな・・というくらいしか・・
あまり具体的に「こうしたい」というのは無いかも。

フリースペース

できれば・・で良いんですが 2階のフリースペースでは
ソファをおいて、プロジェクターで壁に投影してテレビ
や映画を見たいな～なんて思ってます。

イメージ的に 2階は 1階の生活空間とは少し雰囲気の違
う、セカンドリビング（趣味部屋）として提案させてい
ただきました。
1階との空間の繋がりはあるけれど、ある程度距離を保っ
て「ゆっくりした時間」を楽しめるイメージです。
将来の子ども部屋スペースを一部オープンにすることで、
より空間を贅沢に使っていただけます。

東

西

北

南
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子ども部屋は将来
2 部屋に区切るこ
とが可能

将来の子ども部屋

子ども部屋として機能するまでは

フリースペース（セカンドリビング）

ご家族は玄関→シューズクローゼット→ホールという動線です。
シューズクローゼットはコートなどもかけられるようにしてい
ますので、身軽に室内に上がれますし、収納もヒアリングした
収納量+十分な量を取っています。
「ベンチを置く」というご要望があったので、そのスペースも取
りました。ベンチ下に靴の収納もできますね。

来客は玄関→ホールと真っすぐの動線です。
鉄骨階段をあえて目の前にもってくることで、よりホールの広
がりを演出していますが、玄関から LDK が丸見えにならないよ
う玄関からの視線をコントロールしています。



吹き抜けがあるので、音の響きは１階でも２階でも
変わらないと思います。
ただ、お子さんが小さいときに弾くことを考えると、
家事スペースは１階なので、家事をしながらお子さ
んのピアノを見れる、という面では１階の方がお勧
めですし、地震などの問題も考えると 1階のほうが
安心かと思いますので、階段下のデッドスペースに
置くことを提案します。

ピアノスペース

ピアノを置くスペースが欲しいです。
将来は子どもに弾いてほしいな、と思ったり。
音が響くので 1階より 2階かな？と思ってます。

書斎

仕事を自宅ですることも多いので、書斎は欲しいですね。
なんとなく、寝室も１階だし、2階よりは 1階が良いか
なと思ってるんですが・・

そうですね。
お仕事で使われることが多いのであれば、書類などもあ
ると思うので来客など人目に付きやすい 1階よりは、2階
の落ち着いた場所のほうが良いかもしれません。
扉で仕切ってしまうと、どうしても狭く感じてしますの
で、一部はオープンにしていますが、書斎には視線が入
らないように他の部屋との位置関係を工夫しています。
ちょっとした休憩も、フリースペースで出来ますし、1階
書斎よりも、流れがスムーズかと思います。

東

西

北

南
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リビングで過ごされる時間が多いとのことでしたので、広
く取りました。プラス、リビングに隣接する各部屋には扉
を設けず、壁で視線を遮れるようにしているので、同じ空
間だけど水まわりなどのプライバシー性が高い場所はリビ
ングから見えないように視線をコントロールしています。
一部が吹き抜けなので、縦にも空間が広がり、より「広がり」
を感じていただけます。
お庭も・・ということでしたので、リビングとの繋がりを
持たせ、かつ少し囲むようなカタチにし、「中庭」のように
創ったことで、より外の視線を気にすることなく、リビン
グ→庭を楽しめるように設計しました。



南 東

西 北

東側は道路沿いで、 隣家は平屋のため 1 階はプライバシーを考慮し、

窓を設けず、 視線が入りにくい 2 階には大きな窓を設け、 東からの光を

採り入れ、 吹き抜けを通して 1 階にも光が届くように考慮している。

北側 1 階は水回り ・ 玄関、 2 階は書斎などのプライバシーに考慮し、

北側 2 階建てのアパートからの視線を遮る為、 足元と高所にのみ採

光のために窓を配置、 プライバシーを確保することを優先した。

道路を挟んだ目の前に 3 階建ての隣家があるが、 視線がバッティングする

ような窓は無い為、 1 階に大きく窓を取っても植栽などで外からの視線はカ

バーできる。 2 階は植栽や外構などでカバーできないため、 窓を配置して

いないが、 東と西で十分に採光は入るように計算されている。

東側は平屋の為、 1 階は隣家からの視線がバッティングしないよ

うに高窓にし、視線が重なりにくい 2 階は大きな窓を配置している。



熊本市風配図

風配図とは、 各方位の風向および風速の頻度を表した図です。

建築家は周辺の建物や環境を実際に目で見て、 データと照らし合わせながら

風の向きや、 入り方なども計算して 「窓の配置」 「窓の種類」 「建物の配置」 を決めていきます。



真夏午後１２時真冬午後１２時

冬は部屋の奥まで光を取り込み暖かく、夏は窓から入る直射日光を避け、涼しく

自然の力を最大限活かしたパッシブ設計。

夏と冬では太陽の位置が異なります。建築家は季節ごとに変わる太陽の動きも熟知した上で設計します。

（冬至） （夏至） 太陽の南中高度（太陽が真南にきて、一番高く上がった時の

地平線との角度）が最も高くなる為 , 軒を出して日射を遮り、

室温の上昇を抑える。

太陽の南中高度（太陽が真南にきて、一番高く上がった時の地平線

との角度）が低くなる為、太陽が西に傾く頃、窓から部屋の奥まで

暖かい光を取り込むことができる。

2 階は南面の窓は無く

東と西から光を入れている

東

西


