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施設は、沖縄本島略真中、西海岸リゾートエリア
の恩納村谷茶区に位置し、那覇空港から車で約一
時間の距離にある。

サウスヒル

ヒルサイド

ビレッジセンター

イーストコート

ウエストコート
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ラボゾーン

プレジデントハウス

OISTサイエンティストビレッジ全景

各コミニュティゾーンと名称

ビレッジセンターコートより海を望む

建物概要
建築名称：OISTサイエンティストビレッジ

所在地 ：沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919

敷地面積：32,722 ㎡
建築面積：10,475㎡
延床面積：22,016㎡
世帯数 ：209世帯
主要用途：大学院大学（共同住宅）

OISTサイエンティストビレッジは、それぞれ特徴を持った5つのゾーンから形成された、
一つのビレッジとしての集合体です。

■ビレッジセンター（72世帯）
ビレッジセンターは、OISTラボゾーンから海に抜ける軸線上に並行に配置した、５階

建て２棟の建築物で構成されています。中廊下側のアルコーブごとに、一定の単位で建
築物のボリュームを分散させることで、全体の表情をつくりだしました。１階はコミュ
ニティ施設を設け、ビレッジ全体の中心機能を担っています。地形に合わせたアルコー
ブ付きのスロープ中廊下は、各室に広い窓を提供しています。

■ウエストコート（36世帯）

ウエストコートはファミリー・シェアハウス用の住戸で構成されています。各住戸に
は住民間のコミュニケーションを誘発するために、小規模の井戸端空間を設けました。
また中庭には、菜園、果樹園及びバーベキュースペースを配置し、活気のある場所とし
てデザインしました。全ての住居が井戸端空間から中庭へとアプローチする計画にして
おり、日常的なコミュニケーションの場が繋がっていくように創造しました。

■イーストコート（54世帯）

イーストコートは、ファミリー・シェアハウス・単身者用の住戸で構成されています。
高低差が7ｍある敷地にあるため、各棟の接地レベルがすべて異なる計画としました。敷
地の高低差を活かした、変化に富んだ豊かな屋根群を形成しています。

■サウスヒル（24世帯）

サウスヒルは、単身者用の住戸で構成されています。ビレッジセンター群とヒルサイ
ドの中間に位置しており、中高層の建築物と平屋の建築物に、低層棟の建築物を挿入す
ることで、ビレッジとしての統一感を高めるようにしました。外部空間が住人同士で
シェアされる事を目指し、低層住戸が豊かな緑で囲われた屋外空間をアウトドアラウン
ジとしました。

■ヒルサイド（22世帯）

ヒルサイドは、平屋の戸建住宅で構成されています。人工的な宅盤造成を行うことで
の単一的な形態になることを避けるため、現況の地形を細かく読みとることから始めま
した。各住戸間の距離と、絶好のビューとなるポイントをリサーチし、それらが最高の
状態になるようにスタディを重ねながら配置計画を行いました。各ユニットのプランは
同じ計画となっているが、角度と向きを変えることで、表情豊かな屋根群が連なり、沖
縄の空と海の風景に馴染んだ形態を創造しました。



OIST+OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE+NIKEN SEKKI+KUNIKEN

沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ：Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University）
は、沖縄県恩納村谷茶区に位置する、世界最高水準の研究と教育を行っている大学院大学です。こ
こでは、国際的に卓越した科学技術に関する教育及び研究を実施しており、沖縄の自立的発展と、
世界の科学技術の向上に寄与することを目的としています。また、OISTでは5年一貫性の博士課程を
置いており、教員と学生の半数以上を外国人とし、教育と研究は全て英語で行っております。OIST
は基本コンセプトとして「世界最高水準」「柔軟性」「国際性」「世界的連携」「産学共同」を掲
げており、この基本コンセプトに則った学際的で先端的な教育研究活動を行っております。

What is “OIST” ？
ＯＩＳＴとは

日本人 外国人 女性比率 合計

教員 １８ ３３ １５．６％ ５１

研究ユニットスタッフ １８７ １９７ ４０．３％ ３８４

研究支援スタッフ ５１ １１ ４６．７％ ６２

事務スタッフ ２１６ ４７ ６３．４％ ２６３

日本人 外国人 女性比率 合計

博士課程学生 １７ ８５ ３３．３ １０２
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世界最高水準(Best in the World)：世界トップクラスの英知の結集、最高水準の研究と教育
柔軟性(Flexibility)：従来の日本の大学の慣習にとらわれない柔軟な運営
国際性(International)：教員と学生の半数以上を外国人とし、公用語は英語
世界的連携(Global Networking)：世界のトップクラスの大学や研究機関と連携
産学協同(Collaboration with Industry)：企業との共同研修、研究成果の産業化

Route 58

Route 58 Onna-minami Bypass

OIST Lab Zone

Tancha Village

MONZENMACHI

Nago city

Naha city

OISTには、学生や教員、スタッフを含めると、約半数以上が外国から集まってきています。ま
た、これだけの規模の施設を有しながらも、学生が約100人と少人数です。少数精鋭の未来あ
る人材を、多くのスタッフと素晴らしい環境で支える、盤石な体制を整えています。

OISTの施設は、沖縄本島真中、西海岸リゾートエリアの恩納村谷茶区に位置している。
那覇空港から車で約一時間の距離にある。

様々な国の人が集まる国際的な研究体制 大自然の中で行われる研究活動

世界最高水準の研究施設 国際的なワークショップの開催

基本コンセプト

世界中から集まる、少数精鋭の研究・教育体制

サイエンティストビレッジで「つなぐ」人々・地域

住居としてー世界各国からの研究者、学生とその家族が、心地よく住める住環境を整えるー
・各住戸は世界標準の性能（寸法、機能）を有しております。
・ビレッジは海外から来た居住者が困らぬよう、コンビニ、ランドリー、クリニック、チャイルドケアー、アスレチッ
クジムなどの一通りの生活利便施設を備えおり、生活施設としてのパッケージを整えております。
・居住者の交流が自然に起き、異文化交流が発生するよう、随所に魅力的な空間を設けております。

ＯＩＳＴサイエンティストビレッジ

設計コンセプト

キャンパスの一部としてービレッジをキャンパスの入口に設け、近隣との接点とするー
・近隣の人々や観光客を歓迎する雰囲気を醸し出し、これらの人々と居住者で賑わいを生み出します。
・ヒルサイドエリアはプレジデントハウス（学長住宅）を中心に、ファカルティー（教員）の集落を形成しております。
・ビレッジの雰囲気はラボゾーンとコントラストをつけ、生活に戻ってリフレッシュできる空間とします。
・建物外観は、沖縄の風土や伝統をモチーフとしつつも、世界各地にある住居を参考にし、住民が時間をか
けて作りあげた村や街の雰囲気を作り出していくことを目指します。
・ビレッジゾーンに設けた講堂は、学会や講演などの学術的な利用だけでなく、コンサートなどの文化的な利用も可能
で、の賑わい演出にも貢献します。
・ビレッジの賑わいがキャンパス外に染み出す様に延び、門前町を形成することでOISTと近隣の人々をつないでいきま
す。

OISTサイエンティストビレッジは、OISTの学生や研究者、研究スタッフを受け入れるための住居施設群として位置づけられ

ています。設計コンセプトとして「世界各国からの研究者、学生とその家族が、心地よく住める住環境を整える」、「ビ
レッジをキャンパスの入口に設け、近隣との接点とする」を掲げ、全体を計画しました。

門前町門前町
サイエンティスト
ビレッジ ＯＩＳＴ

「つなぐ」

つなぐ つなぐ谷茶集落谷茶集落
ビレッジには世界の様々な国からサンティストや学生が訪れ生活
を営んでいます。

・ＯＩＳＴの教員、研究者、学生とその家族のための住居として、2016年3月時点で事務スタッフを除く全体の約半数が入
居可能な戸数を所有しています。
・教員は主に戸建独立住宅に、研究者、学生は共同住宅に入居します。学生は、OISTに入学してからの最初の１年間は、全
員ビレッジに入居します。
・各住戸の部屋の間取りは、１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫを揃えており、様々な家族構成や生活スタイル等に対応できる
ようになっています。
・ＰＰＰ事業（Public Private Partnership）で行われ、OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE 株式会社が建設・運営し、入居者から
の家賃収入にて運営を行っています。
・ビレッジゾーン中央の棟には入居者専用の受付窓口を設け、入居者のサポートを行っています。受付窓口には英会話がで
きるスタッフが常駐し、入退去の手続きのほか、クリーニングや宅配サービスなどの取次ぎも行っております。
・住居というプライベートな用途ではありますが、大学と近隣や観光客との接点の役割も果たすパブリックなエリアとして
計画されています。

ＯＩＳＴサイエンティストビレッジ概要

Ｎ
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「集落とビレッジが混ざり合う」
あらたな集落をめざして・・・・・・・・

海に向かって増殖する赤瓦の屋根群

伝統的な沖縄の集落

伝統的な欧米の集合住宅

地形に沿って建てられたサウスヒル

ヒルサイド

サウスヒル

ビレッジセンター

プレデントハウス

ウエストコート イーストコート

OISTサイエンティストビレッジは、沖縄の原風景に代表される「竹富町の赤瓦屋根の集落」と、「欧

米の中層集合住宅」のイメージを元に、国際的な科学者が集う住居施設として、「高密度で賑わいの
あるアカデミックな雰囲気」を持ちつつ、「沖縄の風景に溶けこみ親しみを持てるビレッジ」となる
ことを目指しました。
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「交わる」コミュニティをちりばめる
多様なコミュニティ施設（空間）

住戸間コミュニティ

各住戸のエントランス周りには、お隣同士のコミュニケーションの場
となるように井戸端空間を設けました。
ゾーンコミュニティ

各住居ゾーンには、中庭を中心とした住民同士のコミュニケーション
が図れるように、バーベキュウテラスや菜園等を設けました。
キャンパスコミュニティ
ビレッジセンター棟１階には、OISTで働く人々やビレッジに入居してい

る住人のコミュニティ施設として、ミーティングルームや交流ラウンジ、
コミュニティキッチン、ランドリー等を設けました。
キャンパスと地域の連携

ビレッジセンター棟の海側先端部には、飲食施設が出店可能な計画と
しました。将来、ビレッジに住んでいる住人と、ビレッジに訪れる人々
のコミュニティ施設となることを期待します。

イーストコート

サウスヒル

レストラン計画地

ハウジング事務

ランドリー

フィットネス/ジム

テナント

コミュニティテラス
イーストコート東棟の一角に設けられた屋上テラス

コミュニティテラス
サウスヒルの各棟の出入り口に設けられたコ
ミュニティテラス

住戸間
コミュニティ

ゾーン
コミュニティ

キャンパス
コミュニティ

門前町門前町

谷茶集落谷茶集落

キャンパスと地域の連携

地域

高低さを利用したアクティビティーコート

ビレッジセンター

ウエストコート

レストラン計画地

ショップ

交流ラウンジ
ライブラリー

ミーティングルーム

テナント

コミュニティー
キッチン

井戸端空間
各棟のメイン入口、各住戸の玄関前には、小規模

のコミュニティ空間（井戸端空間）をデザインし、
気軽に会話などの交流が出来るようにしました。

菜園・果樹園

ウエストコートには、住民のための菜園や、四季
折々の果樹がなる木々を、中庭全体に計画しました。
植物を育てる事を通して、住民間でのコミュニケー
ションが生まれることを期待します。

バーベキュー広場

ウエストコートの一角
には、住民や仲間同士に
よるバーベキューパー
ティーが行える設備を設
けました。

遊具広場

ウエストコートには、ファミリー向けに遊具を備えた遊び場を設けまし
た。子供たちを通して住民同士のコミュニティを形成する場となっていま
す。

各種コミュニティ施設
センター棟の１階には、住民の為のミーティングルームや

交流ラウンジ、共同で使用可能なコミュニティキッチン（料
理教室）など、住民同士のコミュニケーションを促す機能を
デザインしました。

菜園でガーデニング

センターコートで綱渡り。

Ｎ
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「個性/多様性」個性をおおらかに包み込む

ビレッジセンター
2LDK（70㎡）

▲
▲

▲

ウエスト・イーストコート
2LDK（70㎡）

サウスヒル1LDK（45㎡）
眺望にあわせ、同じタイプのユニットを
振って形状を確定しました。

ヒルサイド（戸建）３ＬＤＫ（120㎡）
P. 05

ウエスト・イーストコート
3LDK（90㎡）

ビレッジセンター
1LDK（45㎡）

住戸間コミュニティとしての
井戸端空間

3LDK内観写真 2LDK内観写真

1LDK内観写真1LDK内観写真

3LDK内観写真

土色の検討現地赤土の色を採取し、
アクセントカラーとして採用した。

木の色をベースと捉え周辺の樹木の幹から色のサンプ
リングを行い、ベース色として採用した。

色を考えるうえで、周辺の緑豊かな森と調和せせるかが重要なテーマを持って検討した「色彩計画」

赤瓦の色むらを意図的に付け表情の豊
かなデザインとした。

古材の瓦を用いた色ムラの検討。

ベンチとしての出窓、プレイ空間

多様な表情を作り出す装置のしての窓。

サンルーフとしての出窓

花ブロックスクリーンの夜の風景 組み合わせのディテール 花ブロックの大壁から中庭を望む

ボリュームにあわせて組みかえた外観

色彩計画の検討国際的な研究者と、その家族のためのビレッジを沖縄につくる

プランの多様性（統一性の排除）

国際的な科学者達が、沖縄の地で満足して住んで頂くために、私たちは以下の事を考慮し
デザインしました。

・多様な家族構成に対応できる、それぞれが個性的な特徴を持つ住戸プラン。
・研究者とその家族が、長期間住居に滞在することのできるような、主婦の目線を取り入
れた住戸プラン。

・異文化の人々が容易にコミュニティが図れるように配慮した住戸プラン。
・各住戸から望める沖縄の大自然を、最大限に活かせる住戸プラン。

外装デザインの多様性（統一性の排除）
うなぎの寝床と揶揄される日本の集合住宅のような、単一的なデ
ザインを払拭するために、以下の事を検討した。

・外部に面する開口部に変化を持たせる事で、建築物に豊かな表
情をつくりだしました。
・敷地内の土や木々の幹から、「土地の色彩」を採取し、建築物
のボリュームごとに色彩を組み変えていくことで、画一性を排
除しました。
・沖縄で古くから使用されてきた赤瓦には、一枚一枚に色むらを
つけることで、深みのある色合いとしました。
・沖縄において戦後急速に普及した花ブロック（スクリーンブ
ロック）は、現在、様々な形状のものが開発・流通していま
す。一般的に普及している形状のうち、厚さの異なるものの組
み合わせだけで、建築物の表情を作り出していく新たな可能性
を秘めたデザインを行いました。

2LDK内観写真 2LDK内観写真


