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木造の 21世紀を考える

私の家
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古澤大輔
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能作文徳

第

回は︑建築家・古澤大輔さんの自邸である︒2018年末に竣工し︑3年と少し経つ︒

ではないぶん︑想像力を働かせ︑読み込んでいただきたい︒

想に基づいてつくられた空間なのか︑あるいは日々どのように過ごす場所なのか︑写真

連載﹁私の家﹂は︑建築家が1枚のスケッチを通して自邸を語る頁である︒どのような思

特集
m角の正方形平面の内部に4本の柱を立て︑そこに十字に梁を架け渡した架構体を

なった︒
9.5

古 澤 大 輔︵ ふ る さ わ・だ い す け ︶
1976年東京都生まれ︒2000年東京都立大学工学部建築学科卒業︒2002年同大学大学院修了後︑メ
ジロスタジオ設立︑共同主宰︒2010年株式会社リライト参画︒2013年日本大学理工学部建築学科助教︑
同年︑メジロスタジオをリライト・Dに組織改編︒2020年同大学准教授︑現在に至る︒

拡張し︑生活空間を豊かにしているのだと実感している︒

別の世界を経由したかのようなこの新しい感覚が︑私たち家族の身体性を

たりして時間を過ごすことも多々ある︒なにげない動作のなかで︑なにか

階段の上に座り込んで本を読んだり︑上階と下階にいる家族たちと会話し

に2階へ階段を降りるという具合に︑重層的にシーンが入れ替わる︒梁や

らに3階へ階段を上る↓3階床上↓3階から階段を降りる↓梁上↓さら

常的な暮らしの行動において︑2階床上↓2階から階段を上る↓梁上↓さ

たとえば︑2階から3階に上って荷物を持ってまた2階に降りるという日

でフロア間を﹁最短距離で迂回する﹂ような不思議な感覚を覚える︒

は︑梁 に よ っ て 分 解 さ れ て い る︒そ の せ い か︑階 段 を 昇 降 す る 際 に︑ま る

トだ︒本来︑階を緊結させる強い統合作用を持つ階段だが︑私の家の階段

繁に繰り返しながら暮らしている︒この家において階段は重要なエレメン

物高さのなかに階高をおさえて4フロアを入れているため︑上下移動を頻

いわゆる狭小住宅なので︑必然的に生活は立体的に展開する︒約

mの建

梁をまたいで下階に属する階段と上階に属する階段に分解されることに

よって︑梁の上下で階がふたつに分かれることになり︑その結果︑階段も︑

ひとつだが︑その解説はまたの機会に譲りたい︒いずれにせよこの分離に

る とこ ろだろ う︒これは﹁転用﹂という私 の設計理念から 導かれた操作 の

この家の建築的な特徴をひとつだけあげるとしたら︑床と梁が分離してい

説的な状況に建築の奥の深さを改めて痛感する︒

て自宅を設計した︒にもかかわらず︑住み心地がよく快適である︒この逆

考をめぐらせ︑暮らしやすさや具体的な生活のイメージなどは極力排除し

住み始めて3年が経った︒私は︑空間そのもの︑建築それ自体を対象に思

自らの建築理論の実験場にしたその自邸での暮らしについて綴ってもらった︒

持つ︒そして梁位置とはずれた位置にスラブを設けるという独特な構成の住宅である︒

約
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日本人と杉のよい関係を
デザインで取り戻す
聞き手：橋本純、長井美暁／文：長井美暁／写真：深沢次郎（人物、模型）
、ナグモデザイン事務所（事例の特記以外）

国産材の価値はいかに？
「目に青葉、山ホトトギス、初ガツオ」の句の通り、みずみずしい新緑の季節になりました。
愚生、今年の３月で卒寿を迎え、東京へは月に１度の出社です。
大半はふるさとに居住し、天気のよい日は近くの山林で間伐作業に従事する3 人ほどの作業班
を見守るという晴耕雨読ならぬ晴伐雨読の日常を送っております。
昨年から起こったウッドショックで国産材が注目を浴びる事態となりました。補助金をいただい
て施業をしている手前、皆様に山元の正直な実情を少しお話ししたいと思います。
2011 年、林野庁が10年後に木材自給率 50％を目標に掲げましたが、どうやら2 年遅れで達成
できそうです。そのことは評価できますが、生産を担当するわが国の林業は補助金で成り立って
いるという現実があります。
国の行政投資実績額（補助金その他）は公表されている1989 年から2018 年までの30 年間
で、林道整備 7 兆9,822 億円、間伐など造林４兆466 億円、あわせて12 兆 288 億円、このほかに
も県や町の出す補助金があります。この期間の木材生産額の合計は10 兆 6,716 億円、単年度に
割り返 すと、補 助 金 4,010 億円、木 材 生 産 額 3,557 億円となり、単 純に計 算 す れ ば 市 場 で
15,000円の杉丸太は17,000円近い補助金をもらっていることになります。
赤字財政なのに莫大な補助金を出して自給率を上げるよりも、外材を入れたほうが国家財政
にはプラスではないかという意見もあるかもしれません。しかし、放置された山林は保水能力が
低下して河川の氾濫を招き、生長も遅れるため二酸化炭素の吸収という山林の大切な役目が停
滞します。山の補助金は治山治水、国土強靭化、地球温暖化防止に役立っていることをご理解
いただいたうえで、補助金のかたまりのような国産材を大事に使っていただきたいと思います。
ウッドショック前の日本の林業は補助金なしではやっていけませんでした。
材価の値上がりでどうなったのでしょうか？
山から伐り出される丸太はA、B、C、Dの４等級に仕分けされますが、檜の間伐の場合、製材
用のA 材は15％〜20％、合板や集成材用は30〜40％、残りは製紙用かバイオマス発電用のC、D
材になります。この割合は間伐の目的で大きく変わります。値上がりの対象は主に製材用のA 材
で続いてB 材です。C、D 材は山元ではほとんど値上がりしていません。仮にA 材が２倍にB 材が
1.5 倍になったとしても全体では２〜３割の値上がりです。ウッドショックが終わったとしても補助金
なしではやっていけそうにありません。
「子孫に美田を残さず」といいますが、現行の補助制度は「子孫に借金と美林を残す」ことにな
りそうです。間伐で美しい山づくりをしても、次の世代に莫大な借金を残すことを考えると気が重
くなりますが、数十年後、美林に生長した立木が借金を帳消しにして財をもたらすほどに価値を
持つことを信じてこの一文を終わります。
参考文献 =白井裕子著「森林で日本は蘇る」林野庁編「森林、林業白書」 令和３年版
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デザイナーの南雲勝志さんは、公共空間でのデザインの仕事やまちづくりで、
その近隣地域で育った杉材を活用することに長く力を入れてきた。

2004 年には「日本全国スギダラケ倶楽部」を有志と立ち上げ、杉を見直す気運を盛り上げた。
そうした活動を通して日本の杉や山と向き合い、いま思うことはなにか。
転機となったふたつのプロジェクト

ザインして、これも1995 年前後に出来上がりました。そして、この
仕事で篠原修先生と出会ったことが、その後、景観デザインに関

皇居周辺道路の照明

―― デザインの仕事の対象が、屋内の物から屋外の物へと広

わるようになるきっかけとなります。

日比谷通りや内堀通りなど、皇居周辺道
路のための照明デザイン。

がった経緯をまずはうかがえますか。
南雲 デザイナーとして独り立ちしたのは1987 年。大学卒業後

はプロダクトデザイナーであり造形作家でもあった永原浄さんの
事務所に勤めていたのですが、ボスと喧嘩して事務所を辞めま

杉をストリートファニチャーに使う
―― 篠原さんは景観デザインの専門家で、東京大学教授でした。
土木の世界にデザインの考え方を根づかせようと、建築家

した。それが独立の真相です（笑）。永原先生は照明を中心にデ

の内藤廣さんを東大の土木工学科（現・社会基盤学科）に

ザインの仕事をしていて、日建設計や日本設計、竹中工務店な

迎え入れた方です。

どとの協働で、公共施設や外構の照明デザインも多く手がけてい
ました。だから永原事務所での8 年ほどの間にも、景観のなかの

南雲

1990 年代の終わりごろまで、景観のなかに置かれる物、

プロダクトデザインというものに携わっていたことになります。ただ

たとえばストリートファニチャーや柵などのデザインは、日本は非

永原先生は、その物のデザインには強い想いで取り組んでいまし

常に遅れていました。僕は家具デザインをやっていたので、人が

たが、風景のなかにそれをどう取り込むか、あるいは位置づける

座るとか触れるとか、人間のスケールで物をつくることが得意で

か、といった考えはあまり持っていなかったかもしれません。

す。篠原先生はそれで、一緒にやろうといってくれたのでしょう。

僕は豪雪地帯として知られる新潟県南魚沼郡六日町（現・南魚

橋の手摺ひとつとっても、触れたときの気持ちよさは大切です。

沼市）の出身で、大学の卒業制作では「多雪地に於ける集合住

構造が成立して頑丈ならいいというわけではありません。

る
「移動式夢空間」という名の屋台を地場の杉材でつくる。子ども
たちは山や製材所にも行き、グループごとにデザインを考え、ス
ケッチを描いて模型をつくり、プレゼンする。最終的には3 台の実
物を地元の木材組合の協力を得て製作しました。この期間の子
どもたちの成長ぶりは感動の連続で、終わった後に感想を聞い
たときは涙が止まらなかったものです。人々の想いをカタチとして

して失われてしまった。それは、頑張れば報われるという価値観
をまったく覆すものです。僕は杉の生産や農業を生業とする地域
で生まれ育ったので決して他人事ではなく、義憤に駆られました。
そして、ここで杉を見直し、そのよさを再確認しないと、日本固有
の文化や日本人のアイデンティティもなくなっていく、高度成長期
以降に忘れ去られた日本人と杉のよい関係を取り戻さなければ、

デザインすることの大切さに気づきました。

と思ったのです。

杉のよさを見直す活動を全国で

つ手があるわけではない。ならば代わりに、杉に関わる人たちが

――「日本全国スギダラケ倶楽部」を有志と立ち上げたのも、こ

の人に伝えることが大事だと思いました。同時に、杉はこんなに

林業関係者は泣きながら国の政策に怒りをぶつけるばかりで、打
楽しく元気になることができないか。まずは、その現状をより多く

のころですね。

いいものなんだということも伝え、杉が人権ならぬ「木権」を取り
戻していったら、生産者はもとよりユーザーも楽しくなるかもしれ

宅」として、雪が積もって風景になる建築を考えました。雪を排除

篠原先生と出会って以降、僕は自分の軸足を公共空間の領域に
移していきます。家具デザインもずいぶんやりましたが、売れなけ

もっと知りたいと他の産地も訪ねてみたら、その現状は本当に悲

南雲 そう、2004 年のことです。宮崎で杉と出会い、杉のことを

ないと思いました。

するのではなく、残して風景にする。そういうことをいった人は、
当時はまだあまりいなかったように思います。

れば僕の考えは結局広がらない。一方、公共空間に置かれる物

惨でした。高度経済成長下で国の奨励に従って植林したのに、

のデザインは否が応でも不特定多数の人に影響を与える。そのこ

国が木材の輸入自由化に踏み切って国内の林業を衰退させた。

インの出番があるわけですが、杉材は柔らかくて家具に向かない

独立後は、前述のような経緯でなにも準備せずに飛び出したこと
もあり苦しい日々が続きましたが、1990 年代に入ってから、のち

とに可能性を感じました。また、土木・景観デザインが常に長い

それによって代々大事に受け継がれてきた森林の価値も一瞬に

に転機となるふたつのプロジェクトに出会いました。ひとつは家具

スパンで物事を捉えて、評価も短期ではなく長期で見ることに共

デザイン、もうひとつは公共空間のプロダクトデザインです。

感を覚えました。

前 者では「PROJECT CANDY」というブランドで「dai（台）
」シ

篠原先生と宮崎県で最初にご一緒した日南市の油津・堀川運河

リーズを発表し、グッドデザイン賞の金賞を受賞したり、イタリア

の再生計画で、地場の杉である飫肥杉を知りました。日南は江

ということもあり、当時は杉の家具がほとんど見当たりませんでし
た。あっても丸太に座るような、ほとんどデザインがないもので、

お び す ぎ

での展示会が評判になってドムス誌などで紹介されたりして未来

戸初期から杉の植林が行われていた歴史があり、飫肥杉を中心

は明るいと思っていました。1995 年前後のことです。ところがまっ

に宮崎県は杉材（丸太）の生産量が 30 年連続で日本一です。

たく売れなかった（笑）。

宮崎県では篠原先生が総括監修を務めた日向市中心市街地の

後者は皇居周辺道路景観整備計画での照明デザインです。この

整備計画にも参加しました。中心市街地を海側と山側に分断し

計画で全体デザインを担当していたのがアプル総合計画事務所

ていた鉄道を高架化し、新しい駅舎のプラットホーム下のコン

で、代表の中野恒明さんに声をかけてもらい、アプルのお手伝い

コースを介してつなげるとともに、中心市街地のまちづくりの核と

というかたちで参加しました。車道や歩道に設置する街路灯をデ

なる駅舎の両側に広場を整備するという計画で、駅舎の設計を
内藤さんが手がけ、10 年以上の歳月を経て完成に至ったことは

南雲さんがデザインした家具の模型。いちばん手前が「dai」シリーズの「coro-hako」で、多目的に使えて動か
せる「台」
としてデザイン。実物は全長が約 2m ある。箱形部分は引出しだが、腰掛けることも可能。

では、どうやって杉の評判や価値を高められるか？ そこにデザ

多くの人がご存知だと思います。駅舎にも駅前広場にも県産の
杉材がたくさん使われ、僕はその両方で照明やストリートファニ

SUGITA
2002 年に発表し、今もベストセラーの杉
の家具「SUGITA」。写真は教鞭をとる國
學院大學に納品したもの。

チャーをデザインして、ベンチなどに飫肥杉を使いました。
このプロジェクトに連動して日向市と宮崎県は「木の文化のまち
づくり」
も進めていて、僕は塩見橋の景観デザインやその橋詰広
場のストリートファニチャーのデザインを担当し、地場の杉材を使
うだけではなく、その製作やメンテナンスに市民が関われる仕組
みもつくりました。杉をまちづくりに使うというのは、今でこそめず
らしくありませんが、当時は誰もやっていなかったと思います。
市に頼まれて、子どもたちが地場の杉材を使ってまちづくりを体
験するような特別授業も行いました。小学校 6年生約90 人を対象
に全 8 回、計 40 時間の授業で、自分たちのまちの現状を調べ、
将来のまちが楽しくなるように考えながら、まちなかで実際に使え

日向市駅周辺でのデザイン
日向市駅の駅前広場のためにデザインし
たベンチや照明。右の写真は小学校での
特別授業の様子。
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obisugi design
日南市の飫肥杉を使って商品化した家具と、
飫肥杉の普及促進のために堀川運河沿い
で開催した展示会の様子。

六日町の家
岩手県大槌町の「ヤタイ広場」

今年完成した新潟県六日町の住宅。実家の建て替えで、
杉を使うことをテーマに自らデザインを手がけた。

東日本大震災の被災者の心をつなげる場所としてデザイン。
被災した地元の製材所の杉材を使った。

それでは杉をよく見せることはできません。
僕はスギダラケ設立の少し前から、杉材を使った家具をいくつか
デザインしていました。2002年に発表した「SUGITA」は今も売
れているベストセラーです。杉の角材にステンレスの脚を組み合
わせたデザインで、杉の産地が変われば表情も変わります。
杉は非常に素朴な木ですが、育った地域によって性質が違う。だ

南魚沼市図書館
「えきまえ図書館 本の杜」
内装や家具に地場の杉材を活用。左の写
真は根曲がり杉を用いたベンチ。上はその
素材選択風景。

秋田駅西口バスターミナル

の景観向上を目指した。雪国に残る木造
の「雁木」がデザインイメージのひとつ。
（左下を除く写真：渋谷スタジオ）

―― 今後取り組みたい分野は？
南雲 やっぱり地域、それも小さな地域のデザインです。地域の

宝物を掘り起こし、それを起点に魅力を広げていくということを

からその地域の杉を使うと、その地域らしさを表現でき、まちづく

やっていきたい。スギダラケでも、杉はあくまで象徴で、やりた

りに使いやすい。たとえば宮崎の飫肥杉は脂分が強く、育ちが早

かったのは杉を通して地域を元気にしていくことでした。

い。同じ40年生でも秋田杉よりずっと直径が大きく、早く出荷でき

杉材の活用については、こうすればいいとか、このやり方が正し

る。一方、秋田杉は木が締まっているから強度がある。磨くとスベ

いとか、はっきりいえるものではないと思います。たとえば節のな

スベするのも北の地域の杉の特徴です。

い、きれいな杉を育てるには枝打ちを何度もしなければなりませ
んが、枝打ちは重労働で、集成材にするならそんなことをしなくて

究極は消えていくようなデザイン

いい。また、市場では低評価となる杉しかつくっていない産地も

――「SUGITA」
は独立第 1 作の
「coro-hako」
に通じるものを感じます。

備する資金がないからです。このダメな材をどうするかという話

あります。山の手入れをするには林道や重機が必要だけど、整
はなかなか表に出てきません。地域によっても悩みが違う。

南雲 形は似ているようでも考え方は正反対、まったく違います。

そんななかで願うのは、かつてのように日本人と杉のよい関係が

ちに成長を託すようなデザインです。

ら神が降臨するとして鎮守の森に使われ、日本人は古来、神聖

「coro-hako」は完結したデザインですが、
「SUGITA」は使う人た

秋田杉をふんだんに使い、県都の玄関口
にふさわしい空間をつくるとともに、駅前

魚沼産の杉をふんだんに使いました。

戻ること。杉は日本固有の樹種で、真っ直ぐに高く伸びることか

「SUGITA」はさりげないようでいて、プロポーションや脚の角度

なイメージを抱いていました。一方で、軽くて加工しやすいから

などはかなり計算しています。でも見る人によっては、杉材にただ

暮らしにおいても欠かせない木で、欅や檜のように家具や柱にし

金属の脚が付いているだけじゃん、と思ってくれていい。杉をデ

て見て楽しむ材ではないけれど、桶や樽、さらに船の材などにな

ザインしました、杉を使った家具です、と真正面から主張するよう

り、日本人の生活を支えてきました。そんな杉とこれからも、とも

なものは恥ずかしい。

に生きていくにはどうすべきか。それをみんなで考えることが今、

屋外の照明や橋の手摺などもそうで、通り過ぎたときに気づかな

なによりも大切なのではないでしょうか。

かった、というほうがいい。変な物があるなと気になるようなデザ
インではダメです。気にならないというのは、ある意味では僕に
とって究極のデザイン、最高の褒め言葉かもしれません。ていね
いにデザインすると、存在が消えていくような感じになるんです。
日本全国スギダラケ倶楽部では、飫肥杉の普及という目的で日
南市のまちづくりや家具の商品開発に取り組んだりしたほか、
西鉄柳川駅周辺でのデザイン
駅前広場でバスシェルターや照明、ストリー
トファニチャーをデザイン。また、日向市と同
じように福岡県柳川市でも小学生にまちづく
りに参加してもらい、広場に置くベンチや駅
と広場の境目となるフェンスなどを親子で製
作するワークショップを行った。

「杉コレクション」というコンペを10 年ほど毎年開催しました。こ
れは杉のデザインを広めることにかなり貢献したと思います。内
藤さんに審査委員長をお願いして、たとえば 2009年に日南で開
催したときのテーマは「笑えるデザイン」
。杉にはネガティブなイ
メージがあるので、杉は楽しいとか日本をよくするといったポジ
ティブなイメージを発信しようというのが内藤さんの考えでした。
そうした活動を通して、スギダラケの会員は2,000人を超えました
が、現在僕は活動休止中です。みんなで一緒にやろうというスタ
イルから自分で主体的にやってみるというスタンスに変わりつつ
あります。なんというか、自分のなかで杉に対する責任みたいな
ものがずいぶんと違ってきたように思います。ただ杉に対する思
いはむしろ増していて、だから最近建て替えた新潟の実家にも南

南雲勝志（なぐも・かつし）

1956 年新潟県生まれ。1979 年東京造形大学造形学部室内建築科を卒業。永原浄デザイン研究
所を経て、1987 年ナグモデザイン事務所を設立。景観・土木、公共空間のデザインをはじめ、家
具・プロダクトデザインなどさまざまな領域を通し、社会やまちづくりにおけるデザインの可能性を
探る。2004 年に「日本全国スギダラケ倶楽部」を設立し、木の文化を広げる活動を全国で展開。
土木学会デザイン賞最優秀賞やグッドデザイン賞など受賞歴多数。2021 年より國學院大學観光
まちづくり学部特別専任教授。

あ ぞ う
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フタガミ ホーム＆ガーデン
薊野オフィス
の

設計・施工：株式会社フタガミ
写真：杉野圭
文：橋本純

SE 構法の実例

スパン 5,460mm の 2 階ミーティング／セミナールーム（右）
と、スパン 3,640mm の階段吹抜けを見る。床のレベル差は 1,520mm。左奥は工務部門の作業室で、建具と間仕切りをガラスにした開放的なオフィスとした。
屋根勾配は 3 寸。登梁は成 270mm。
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県産材との共存をめざして
地域密着型企業にとって県産材は連綿と続く重要なコンテンツ。
一方で堅牢な構造技術の浸透も欠かせない。それにはまず SE 構法を体験してもらう場が必要だった。

左頁：工務部門作業室から設計部門作業室を見通す。天井を張らずに架構と設備は現しに
している。スパンは 5,640mm、奥行は 16,380mm。
上：2 階ミーティング／セミナールームを見る。
左：2 階廊下を見る。打合せなどが可能な造作のデスクを設けている。廊下幅は 1,820mm。
階段幅は 1,365mm で、踊り場に倉庫入口がある。
下：2 階ミーティング／セミナールームの床下に設けられた倉庫を見る。天井高は 1,400mm。

株式会社フタガミ建築事業部の新オフィス「フタガミ ホーム＆ガー

イソー」のフランチャイズ店も運営する。さらに園芸店「マルニガー

けではないことがあげられる。もうひとつは、住宅関連産業を展開

盤のよい地域に人気が集中している。したがって土地価格が相対的

デン 薊野オフィス」が、新しいモデルハウスと共に誕生した。同社建

デン」やペットショップ「アシスト」も開業して、住生活を幅広くバッ

しているうえで、ブランド形成の頂点となるのはやはり住宅だから

に高くなり、結果、狭小地に自動車 2 台、1 階をピロティにして 3 階

築事業部クリエイティブディレクターの間城貴哉さんにお話をうか

クアップする体制を構築してきた。

である。魅力的な生活空間が築かれれば、そこでの暮らしに必要な

建てという、大都市圏でよく見る形式の住宅が増えているとのことで

備品購入サポートが生まれる。堅牢な SE 構法の住宅に住み続けて

ある。これは SE 構法が最適解となる案件が増えつつあることを示唆

がった。

高知県民の「住」を担う
フタガミは、1946 年に高知県須崎市で木材加工業として創業した。

ブランドとしての住宅

もらえれば将来はリノベーション需要も見込める。そうなればグ

している。

建築事業部は、設計士、工務担当、アフター担当、事務方なども含

ループ全体の業績向上に大きく寄与できるだろう。それゆえ顧客

一方、地元密着型企業の立場として、県産材の積極的な利用とい

め 24 名で年間 15 棟の新築とリフォームやアフターメンテナンスを

対応には設計士が直接あたり、コンシェルジュのようなサポート形

う主軸は譲れない。したがって県産材との共存についての構想を打

戦後直後は公立学校の木製家具製作などを請け負い、1970 年代に

行っている。非正規も含めた従業員数約 560 名というフタガミ全体

態に変えていった。結果として現在はウェイティングが発生してい

ち立てつつ、まずは社内にも顧客にも、SE 構法の魅力を伝える場が

入ると内装業から住宅事業へと業態を広げた。商圏を高知県内に

のなかでは比較的規模の小さな部門である。しかもスタッフ数に対

るとのことだ。

欲しいと考えていた間城さんにとって、大空間を必要とする薊野オ

集中し、高知県民にとってなくてはならない企業になるというビジョ

して年間竣工棟数が思いのほか少ないにもかかわらず、新規に専用

ンを掲げている。1982 年には「ホームセンターマルニ」を開業して

オフィスを持つに至っている。

ホームセンター事業に進出、その後、他社のホームセンター「ハ

理由は、ひとつには隣接するモデルハウスを訪れた顧客との接客ス

高知県は森林面積が 80％以上でもともと平地が少ないうえに、近年

マート」や「ブリコ」などを事業譲渡で併合、
「イエローハット」
と
「ダ

ペースやセミナールームを設けているなど、純粋なオフィス機能だ

は津波や大雨による浸水被害を危惧して高知市周辺部の高台で地

森林県というコンテクストのなかで

フィスの建設は願ってもない機会となった。

SE 構法を見せるオフィス
オフィスは、モデルハウスの奥に位置する。アプローチの魅力的なラ
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架構図
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18
17

南側外観。左手はモデルハウス。アプローチのランドスケープはポール・

15

スミザーさんが手がけた。

5,460

5,460

16

ミーティング／セミナールーム

14
13

9

書庫

建物名称：フタガミ ホーム＆ガーデン 薊野オフィス
所在地：高知県高知市東秦泉寺 122-1

1,820

14,560

10

2,275

11

1,820

1,365

12

ホール

主要用途：事務所
建主：株式会社フタガミ

8

設計・監理
建築：株式会社フタガミ
担当者名：間城貴哉

7

5

工務部門作業室

構造：株式会社エヌ・シー・エヌ

5,460

5,460

6

設計部門作業室

施工

4

施工：株式会社フタガミ
設備：有限会社西川設備

3

電気：有限会社滝本電気

2

910

910

910

1,820

3,640

910

8,190

2,730

敷地条件
用途地域：近隣商業地域
防火指定：指定なし
道路幅員：南側 25.5m
駐車台数：14 台

2,730

構造・構法
主体構造・構法：SE 構法（木造軸組構法）
基礎：ベタ基礎
杭：なし

910

2,730

2,730

8,190

6,370

1,820

1,820

910

1,365

1,365

18

規模
階数：地上 2 階

17

軒高：7,182mm
最高高さ：8,965mm
主なスパン：910mm
敷地面積：669.81 ㎡
建築面積：193.77 ㎡（建蔽率：28.93％）
延床面積：387.54 ㎡（容積率：51.19％）

15

5,460

16

5,460

下右：北側外観。5,460mm スパンの駐車ス
ペース。上部は倉庫とミーティング／セミ
ナールーム。

910

8,190

上：1 階接客スペースを見る。LDK のような
設え。
下左：1 階事務室を見る。

910

駐車スペース

14

平面は、16,380mm×9,100mm の矩形の北西側に8,190mm×5,460mm

取ってホールとし、カウンターテーブルを設け、簡単な打合せや接

9

の矩形を接続させた L 字形である。北西側の 1 階部分は軽自動車 4

客、個人作業などが行えるようにしている。

8

台分の駐車スペース、つまり無柱の大空間である。エントランスを

架構は外周部に平角柱と耐力壁を集めて、内部は南側に 5,460mm

7

入ると、LDK を模したスペースに 3 箇所の接客スペースがある。扉を

幅で事務系諸室を、北側に 3,640mm 幅で動線や水回りを集め、東

6

隔てて西側は事務室で、L 字形の屈曲部にあたる部分に 2 階に上が

西は中央で 8,190mm ずつに区切ったいわゆる田の字プランに沿って

る階段を配置した。階段の踊り場には天井高 1,400mm の倉庫への

壁を配置している。バランスのよい架構を実現している。

入口がある。駐車スペースの上部となるこの場所に過去の設計図書

2 階へ上がる階段からセミナールームへ至るまでの動線は、スキップ

などを保管している。

フロアを採用して、ダイナミックな空間構成とし、構造体を意識的に

2 階は、南側に工務部門と設計部門の作業室を置き、北側には 2FL

見せている。まさに SE 構法による空間を見せるための演出が施され

＋1,520mm でミーティング／セミナールームを設けている。前述の

たオフィスなのである。

5

1 階：193.77 ㎡／ 2 階：193.77 ㎡

男子更衣室 女子更衣室

1,820

接客
スペース

給湯室

工程
設計期間：2020 年 6 月〜2020 年 8 月
施工期間：2020 年 9 月〜2021 年 3 月

1,820

10

ホール

設備システム
空調
空調方式：個別空調
熱源：電気

事務室

衛生
給水：公共上水道
給湯：自然冷媒ヒートポンプ給湯器
（エコキュート）
排水：公共下水道

5,460

画があり、そのため階段幅を 1,365mm、通路幅を 1,820mmと広く

14,560

の背景としてみれば適切な素材選択である。

外物置

2,275

11

5,460

が、社内利用だけでなく、顧客を集めてセミナーなどを開催する計

授乳室

12

建物外観は成形セメント版で地味に見えるが、手前のモデルハウス

書庫

倉庫の上にあたる部分である。現在はコロナ禍で開催できていない

1,365

13

ンドスケープはガーデンデザイナーのポール・スミザーさんによる。

接客スペース

4
3

電気
受電方式：直接引込

2

8,190

2,730

2,730

2,730

16,380
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防災
消火：自動火災報知機
排煙：排煙窓
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銅器の家で育つ
能作さんは 1982 年、富山県のどちらのお生まれですか。
高岡市です。祖父は「能作」
という銅器をつくっている家の分家で、
工場を持ち鋳造で仏具などをつくっていました。父は後を継ぐよう

かった。一緒に住んでいたし、同級生だと遠慮がちになりますが、
弟とは遠慮なしで徹底的に批評し合っていました。
卒業論文についてお聞かせください。
卒論は「現代日本の住宅作品における収納による構成の修辞」で、

に育てられたのですが継がずに服飾の道に進み、紳士服店を営ん

住宅の収納をテーマにしました。坂本一成先生と塚本由晴先生が

でいます。

ある対談で多木浩二さんの著書「生きられた家」について触れてい

母は、デザイン事務所で働いた後、地元の設計事務所の手伝いを

て、興味を持って読んだのですが、そこで、人の暮らしのなかでモ

しながら一級建築士の資格を取り、役所で建築主事をしていまし

ノがいろいろと置いてある状態に興味を持ち、人とモノの関係性を

た。その後東京に出てきてチーズソムリエの資格を取り、現在は地

研究したいと思いました。

元でチーズとワインのお店を営んでいます。

自分の文章が、書いては次々に修正されて研がれていく、論理とい

兄弟はふたりで、ひとつ下の建築家の弟がいます。その弟と一緒に

うものはこうしてできていくのだということが、論文を書きながら実

改修した「高岡のゲストハウス」が実家です。そこで生まれて小学

感しました。この体験は貴重でした。

校 3 年生まで、3 世代、祖父母と両親と私と弟の 6 人で住んでいま
した。

卒業設計はいかがでしたか。

父が自分の店を持つということで、小学校 6 年生のときに 3 階建て

友だちから、
「能作くんは、ちっちゃくて四角いものしかできないよ

のテナントビルを購入し引っ越しました。インテリアは母が設計しま

ね」ってイヤミをいわれたんですよ（笑）。そう思われているなら反

した。1 階が店舗、2、3 階が家で、母が外で働き父が店にいるとい

対のことをやろうと、国立競技場周辺の公園全体を敷地にして、四

う環境でした。

角くなくて巨大な、メディアテークみたいな建物を設計しました。4

小学校はどちらですか。

畳半くらいの大きさの模型をつくって、製図室のフリースペースを
占拠していました。

地元の小学校です。高校までずっと地元です。私が小学校 3 年生
のときに Jリーグが始まり、その影響で弟と一緒にサッカークラブに
入り、中学の部活もサッカー部でした。

ル・コルビュジエのビデオ
高校はどちらでしたか。
県立高岡高校です。サッカーは続けていて、他に軽音楽部にも入
り、生徒会もやっていたので、忙しく過ごしていました。

1

建築を勉強しようと思ったのは母の影響です。よくわが家に遊び
建築家

能 作文徳

に来ていた母の友人の家具職人が、ル・コルビュジエやフランク・
ロイド・ライトのビデオ、吉村順三の本などをうちに置いていくん
ですよ。母が見たかったからだと思いますが、完全に確信犯です
よね（笑）。ル・コルビュジエ財団が制作した 3 巻セットのビデオは
すごくよくできていて、それを観て建築が面白いと思うようになり
ました。
東京工業大学を志望した理由をお聞かせください。

論理の止揚
大学で研ぎ澄ませてきた論理だけでは太刀打ちできないような現実に直面し、

それを乗り越えるための新たな論理を構築しようと意気込む気鋭の若手建築家、能作文徳さん。
魅力的な近作を通じてその思想に迫った。
聞き手・文：橋本純

①「明野の高床」南側全景。鉄板を用いた独立基礎で鉄筋コンクリートを使用していない。
②「明野の高床」
リビングより見る。左手の壁はストローベイル（藁壁）のうえに土を塗って仕上げている。

2

どのような大学院時代でしたか。
卒業設計は 1 等でしたが、意匠系の先生には評価されなかったう
えに、燃え尽き症候群みたいになってしまい、最初の 3〜4 ヶ月くら

先生に相談したら、東大に行けるんだったら行ったほうがいいとい

いは大学院に行けませんでした。

われ、東大を目指していたんですが、センター試験の結果を見て、

塚本先生が心配して、家で籠もっているなら旅行にでも行ったほう

センター試験の配分が低い東工大だったら逆転のチャンスはある

がいいよ、といってくださったので、イタリアに行き、やっぱり建築

かなと思って東工大にしました。幸い現役で合格しました。

がやりたいんだと思えるようになりました。帰国したら塚本先生から、

論理と出会う

てもらい、少しずつ復帰しました。

新しいプロジェクトがあるんだけど、ちょっと手伝って欲しいと誘っ

東工大はどのような大学でしたか。

そのあと
「ノラハウス」
という住宅を担当しました。私が休んでいた
間に同期の金野千恵さんたちが基本設計をまとめたもので、私が

大学を出た親類がいなかったので、最初は大学という環境そのも

実施設計を引き継いで監理までやらせてもらいました。
「ノラハウ

のがカルチャーショックでした。弟が 1 年あとに武蔵工業大学（現・

ス」で実務経験ができていなければ、独立しようとは思わなかった

東京都市大学）の建築学科に入ったので、弟と議論することは多

でしょう。
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木造の
21世紀を
考える 40
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修士課程修了から事務所設立まで、3 年ほど間がありますね。

3 棟が中庭を囲むように建っていますが、当初は隣が畑だったので、

は自分たちでやるしかない。最初

雁行状に配置する予定でした。ところが畑が売られて、あっという

は埃だらけの解体現場をひたすら

間にサブリースアパートが建ってしまった。そこで、配置を変えて

掃除していました（笑）。

うことを考えています。

SE 構法をご存じですか。どのような
可能性があるとお感じでしょうか。

博士課程に進学したんです。そのころから住宅の設計をはじめて、

中庭をつくり少しプライベートな場にしています。

プラスターボードなど全部自分た

2010 年に「ホールのある住宅」という建物をつくったのですが、そ

既存部の屋根をクレーンで吊り上げ、架け替えるということは、は

ちではがし、廃棄物処理場に軽ト

木造にはいろいろな派生のしかたが

の際に事務所を設立しました。

じめから考えていたわけではありません。工務店と打合せをしたら、

ラで捨てに行って実感したのです

あるのが面白いと思っています。近代

友人の親から頼まれたものです。
「ノラハウス」で実務経験はありま

木が痩せているから組み直したときにうまくはまらないかもしれない、

が、住宅用の建材って使用後は土

的な知の体系によって、昔からあっ

したが、まだ資格は持っていなかったので、確認申請は母の名義で

クレーンで一気に吊り上げることはできないか、と提案されたので

に還らないゴミばかりなんです。そ

た木造というものが工業化という方

出しています。

す。施工側からの発想で、それはとても面白いと思いました。

東工大は能作さんにとってどのような学びの場だったでしょうか。
塚本先生からは、やっていることといっていることを一致させろ、そ

明野の高床
「明野の高床」を考えるに至った経緯をお聞かせください。

れにうんざりしていて、ゴミになら

向に派生し進化していった。SE 構法

ない、環境負荷の少ないもので建

はその先端にいるといえるでしょう。

築をつくらないとダメなんじゃない

ただ、近年、その近代的な枠組が環

かと思うようになりました。

境問題などで怪しくなっている。なの

ここには、竣工という概念が最初

で別の派生・進化の方向を志向して

建主は 20 代の動画制作会社の社長です。山梨県北杜市に、祖父

からありません。自分たちが生活す

はどうでしょうか。たとえば生態学的

理の重要性は東工大で学んだことのひとつです。

が持っている敷地があり、東京からこちらにリモートワークの拠点

るなかで気づいたことを次々に付

塚本先生は、
「実践＝プラクティス」
という言葉をよく使います。ア

を移したいということでした。要望としては、施工に参加してプロセ

け加えていく、あるいは外していく、

うすることで言葉の世界と建築の実体の世界が重なって見えること
が表現なんだ、と教わりました。それはいまでも意識しています。論

な知に即した木造のあり方、つまり、
木造＋これまでとは異なる新しいテク

5

タマのなかで構想するだけでは意味がなくて、たとえば屋根だった

スを楽しみたい、エコロジーに配慮して欲しいというものでした。

ということをやり続けていくだろう

ら、雨漏りしてはいけないし、雨を流せなくてはいけませんよね。つ

自分たちでつくれる構法にどのようなものがあるのかを調べていた

からです。工事と生活が並行しているので竣工に至らない。ずっと

どです。SE 構法はまだ近代的な知のフレームのなかにありますが、

まり人のふるまいを支える治具のような建物のあり方です。さまざ

ら、ストローベイルハウスという藁をブロック状にして積み上げる構

変わり続けるという状態が、建築の、いわゆる請け負いモデルとは

その枠組を鮮やかにシフトさせるような未来に期待しています。

まなふるまいを観察してまとめていく実践的な感覚が伴っていない

法があることを知り、それを採り入れました。藁は高温多湿の状態

異なるあり方を提示できる。それが私たちにとってリアルな状態

といけない。それを突き詰めていくことで表現に転じていくのです。

になると腐ることが研究でわかっているので、藁を地面近くの湿気

だったこともありますが、それを示したいという思いがありました。

から守るために高床にしました。

なぜ建物が必要なのかというプロジェクトの目的を捉え、従来の施
設概念からシフトして、新しい枠組みを構築することを学びました。

「土中環境」
という本を書かれた造園家の高田宏臣さんにも話を聞
きました。それまで私は土中環境の健全性のことなどまったく意識

高岡のゲストハウス

してこなかった。土中環境悪化の原因は地表面をコンクリートで固
めることだそうです。しかし従来の構法にはベタ基礎以外にはな

実家を改装した「高岡のゲストハウス」とはどういうプロジェクト

かった。

でしょうか。

野生のエディフィス

ノロジーのあり方、について考えるな

建築の未来について
戦後 70 年が過ぎ、21 世紀に入って 20 年以上経ち、世界において
も日本においても、戦後民主主義の影は薄れ、社会構造に変化が

近著「野生のエディフィス」を書くモチベーションとはなんだった

見られます。そうした社会変化は建築にどのように影響していると

のでしょうか。

お考えですか。

私は東工大で建築のレトリック＝修辞の研究をやっていました。そ

コロナ禍とウクライナ侵攻で、建物の部品が調達できない状況に

そこで、生態系や土中環境に配慮した基礎とはなんなのかを考え

れを通じて建築というものをとらえられるようになったと思っていた

なりました。現代社会はすべてが密接につながり合っている社会で

私が小学校 3 年生まで育った家なので、家族の記憶が詰まったも

はじめ、リサイクル可能な鉄で独立基礎をつくることにしたのです。

んですが、東日本大震災と福島原発の事故に対してその研究が

すから、どこかでなにかが起きると全体が影響を受けてしまう。すで

のでした。祖母がひとりで住んでいたのですが、足腰が弱くなって 2

当初は鋼管杭で設計していましたが、地盤が固くて杭がささらない。

まったく役に立たないという現実に遭遇したわけです。

に木造のコストがかつての倍近くになっています。そういう不安定

階は全然使わない。老朽化していて平屋に直したいということでし

そこで鉄板を十字に組んだ形状の基礎を 10 箇所据え付けて、その

私は、原発事故が発生するまで、東京の電力は福島から来ていた

な状態が今後も続くとしたら、建築はそんなに簡単に建てられない

た。昔は正月に親族が集まったりしたのですが、最近はそれもなく

上に木造平屋を載せました。

ということを知らなかった。それと同時に自分たちの身の回りのモノ

ものになるかもしれないと思うようになってきました。

がどこから来ているのかさえ全然わからないということに気づきまし

建たないことを想定しながら、建築のことを考えるというのは難し

西大井のあな

た。そこでモノの履歴をどこまで遡っていけるかを研究しはじめたと

いことですが、それでも私は建築学というものを信頼しています。そ

ころ、それはモノの生態系みたいなものだとわかり、そもそも生態

こにはいろいろな知恵が詰まっている。建築の物体的なことも、構

系というのは人工物だけではなく、土や太陽エネルギーなどいろい

法的なことも、構造的なことも、社会的なことも、歴史的なことも、

なっていたので、なんらか人が集まれる場所をつくろうということに
なりました。一方で母からは、せっかくだから自分の店の支店も出
したいという要望がありました。

この建物の成り立ちについてご説明ください。

つまり、既存家屋を、祖母の家、家族が集まれるような場所、母の
ワインとチーズのお店、の 3 つに改修するプロジェクトで、弟と一緒

私たち家族の自宅兼事務所で 4 階建ての建物のリノベーションで

ろなものが関わって成り立っているもっと広域な循環の系であるこ

美的なことも、さまざまな知を横断しているのが建築学です。その

にやりました。

す。フットプリントは小さく
（42.74 ㎡）、3〜4 階は細分化されていた

とがわかってきました。なので、震災がその気づきのきっかけだと

知の体系を、建物が建たない時代においても、有効な学問たり得

母の店と祖母の生活空間を 1 棟にすると音やプライバシーの問題

ので、間仕切り壁を全部取っ払ってできるだけ広くしようと思いま

思っています。

るように、整えておかなければいけないと思っています。

が生じます。なのでまず別棟に改修する方法について考えました。

した。上下方向のつながりが欲しかったので、コンパクトな吹抜け
としての「あな」を設けまし
た。
最初は、工務店に頼むつも

木造について
能作さんは木造建築とはどのようなものだとお考えでしょうか。

りで、数社に見積を頼んだ

土に還るという意味では、鉄やコンクリートよりも、木造は優れて

のですが全部断られました。

いると思っています。しかし、今日の在来工法は木といっても工業

引っ越しの時期も決まって

化された木です。一方で伝統構法の木はどちらかというと農的で、

いたので、これはマズいこと

自然に直結した世界に属している。なので、木造といっても、全然

になったなと思い、解体屋

違うと思うようになりました。最近の木造の主流は合板や集成材や

に穴開けと壁と天井の撤去

CLT なので、工業化された方向です。みんなそちらに向かうので、

と廃棄だけ頼みました。あと

僕は逆を向きたい（笑）
。伝統構法をいかに未来につなげるかとい

③「高岡のゲストハウス」中庭を見る。正面がゲストハウス、右手が母の飲食店舗。左が祖母の家。
④「高岡のゲストハウス」飲食店舗から中庭を見る。
⑤「西大井のあな」3 階のあな越しにリビング・ダイニングを見る。
写真：鈴木淳平

能 作 文 徳（のうさく・ふみのり）

1982 年富山県高岡市生まれ。2005 年東京工業大学工
学部建築学科卒業。2007 年同大学大学院理工学研究
科建築学専攻修士課程修了。2010 年能作文徳建築設
計事務所設立。2012 年工学博士。2012 年〜2018 年東
京工業大学大学院環境・社会理工学院建築学系助教。

2018 年〜2021 年東京電機大学未来科学部建築学科
准教授。2021 年〜東京都立大学都市環境学部建築学
科准教授。

3

4

15 - 16 | Network SE

塚本由晴の教え
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南山田 T 邸
設計：株式会社アルテック
SE 施工：株式会社カナモク／施工：株式会社オアシス巧房
写真：新澤一平
文：橋本純

SE 構法の実例

南側の遊歩道から見る全景。塀がないので植栽された庭が遊歩道と一体化して広がりのある外部空間を生み出している。1 階が RC 造、2 階が SE 構法の混構造。寄棟屋根は 5.5 寸勾配。
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ダイニングからキッチン方向を見る。ダイニングテーブルの奥にシ
ンクとIH クッキングヒーターを備えたアイランドキッチンが並ぶ。2
階のテラスに開けられたトップライトからもダイニングに光が射し
込む。左はリビング。

進化する形式

籠もりたいと開きたい、人間の本質的な欲求に応えるために阿部勤さんが編み出した「回」字形の空間形式。
それを、1 階を RC で、2 階を SE 構法でつくることで、形式とSE 構法、両方の可能性の拡張が見えてきた。

「南山田 T 邸」は、神奈川県横浜市都筑区に建つ。建主の Tさん夫
妻、建築家の阿部勤さんにお話をうかがった。

巨匠に設計を依頼する

するアルテックに連絡を入れて訪ねたところ、ていねいな応対を感じ、
要望をまとめて相談をした。出てきた図面を見て、当初夫妻は要望
がすべて満たされているのかが読み取れなかったという。建築家の
描く図面は要望を 3 次元的に解決している場合も多く、それを把握

Tさん一家は夫婦＋子ども4 人の 6 人家族で、以前は隣町のテラス

するにはある程度のスキルが必要だからである。一方で同時に相談

ハウスに住んでいたが、子育ての環境を考えて家を建てることを決

していたハウスメーカーの提案は、ファイナンシャル・プランニング

意し、敷地と設計者探しをはじめた。

などの面では安心させてくれるものの、外周部に塀があり、閉鎖的

自然の豊かな環境で、地域とつながりながら子育てをしたいという

な印象を感じた。そこで当初の思いを貫くかたちで、アルテックに設

夫妻の希望で、当時の住まいのすぐそばにこの土地を見つけて購入

計を依頼した。

した。
敷地は、西側接道で、東側には遊歩道があり、その先には横浜市が

一緒につくる

管理する緑地が広がり、木々の間からは朝日が射し込む。遊歩道は

阿部さんからは、どんな細かいことでも気になることはいって欲しい、

南側に回り込んでいるので、建物が建つこともない。まさに都市と自

住宅の設計は建主と話し合いながら一緒に進めるもので、こちらに

然の境界に位置する場所である。

最初からイメージがあるわけではなく、選択と変化を繰り返しながら

とい
設計者選びは、インテリアが好きな妻が見ていた「100％ライフ」

出来上がっていくものだから、といわれた。そしてその、一緒につくる、

うウェブサイトだった。そこで紹介されていた阿部勤さん設計の葉山

過程を楽しむ、を夫妻も共有することとなった。

の住宅に惹かれて設計を依頼したいと考えた。ただし阿部さんは広

主な要望は、庭と外部空間とのつながり、地域のコミュニティに開

く知られた建築界の重鎮（NetworkSE vol.172 木造の 21 世紀を考え

かれたかたち、阿部さんの自邸のような混構造、みんなで料理がで

る㉛を参照）である。敷居は高そうだが思い切って阿部さんが主宰

きる開かれたキッチン、浴室を 2 階に、などであった。

リビングからダイニング方向を見る。窓の外には遊歩道越しに東
側の緑地が望める。リビングとダイニングとのレベル差は 400mm で、
両者を隔てる鉄筋コンクリートの開口の大きさは、間口 2,050mm
高さ1,900mm。天井高は 3,670mm で 2 階の架構は SE 構法。共有
ルームの床を少しセットバックさせて吹抜けを設け、グレーチング
を敷いて 2 階からの陽光を取り入れている。
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左上：2 階共有ルームを見る。右端には 390mm 上がった位置に書斎
を設けている。正面奥はロフトで現在は夫の寝室として使われている。
左下：2 階子ども室を見る。最奥部は主寝室として使われているが、
現 在は仕 切っていない。左 奥に共 有ルームがのぞける。梁 下で
1,800mm。
架構図

下：2 階洗面室を見る。奥の扉は脱衣室。

2,275

1,365

1,890

660
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南側からアプローチと玄関部分を見る。
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1 階平面図
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2,275

910

X4

X1

2,275

635

635

2,910

3,280

2,275
2,910

Y1
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窓にしている。梁下までは 1,800mm、屋根形状は寄棟で小屋組現し

いった。むしろそのプロセスがあったからこそ、夫妻が本当に望んで

なので、隅部に火打ち梁が不要な SE 構法の強味がここで発揮され

いたものが明確になっていったといえよう。

ている。南側外周部には耐力壁を入れたくないので、独自のジョイン

シャワー

パントリー

キッチン

X3

2,910

壁を設けて個室とする可能性は想定している。階段室上部に床を

2,730mm の矩形を内包した「回」字形平面で、阿部さんのデビュー

設け、共有ルーム側からアクセスできるようにして書斎としているが、

と同じ形式である。この形式は、阿部
作である阿部邸（1974 年竣工）

これはそうした改装へ向けた実証実験ともいえよう。

さんが、人間の本質的な欲求である籠もることと開くことを両立させ

1 階の RC 造部分は、壁で明確に空間分節がなされているのに対し、
2 階は SE 構法の軸組を生かしてさまざまな床レベルや抜けがつくり

を用いている。時代を超えて普遍的強度を持った空間の形式である。

出されている。まさに混構造の醍醐味のような空間である。

1 階中央部をリビングに、その東側にダイニングとキッチンを置く。

Ｔ邸と阿部邸の大きな違いは、阿部邸は 2 階中央部まで RC 造である

キッチンは一部がダイニングテーブル側に拡張したアイランドとペニ

のに対し、T 邸は構造形式が 1，2 階で使い分けられている点にある。

ンシュラの併用型で、アイランド側に小さなシンクとIH クッキング

これは建築基準法の改定によって混構造の認可条件が変わったこ

ヒーターを備える。

とに起因するが、結果として、RC 壁構造とSE 構法による軸組架構の

2 階は中央にサブリビング的な共有ルームを配し、南側に子ども室と

空間の質の違いが、阿部さんが提唱してきた 2 種類の空間を併存さ

主寝室を並べている。子どもたちがまだ小さいこともあり、仕切りを

せる形式の可能性を拡張させることになったといえるのではないだ

設けず、現在はロフトベッドを2 台配置し、空間を立体的に活用して

「回」字形平面とSE 構法、双方の可能性
ろうか。つまり、T 邸では、

いる。子ども室は FL＋810mmまで腰壁を立ち上げ、その上部を横連

が拡張されたのである。

2,730

7,280

た耐力壁で X1 通りの変形を制御している。子ども室は、将来、床や

建物名称：南山田 T 邸
所在地：横浜市都築区
主要用途：専用住宅
設計・監理
建築：株式会社アルテック
担当者名：宮城絢子
構造：株式会社エヌ・シー・エヌ
設備：株式会社アルテック

自転車倉庫

トスクリューを使用した剛性の高い屋根構面を用い、X2 通りに設け

平面は、東西 9,100mm 南北 7,280mm の矩形の内側に、3,280mm×

るために考え出したものである。その後も、阿部さんはよくこの形式

押入

施工

和室

SE 施工：株式会社カナモク
施工：株式会社オアシス巧房

ダイニング

リビング

敷地条件
用途地域：第 1 種低層住宅専用地域
防火指定：指定なし
道路幅員：西側 5m

X2

デイベッド

2,275

混構造と回の字形平面の普遍性

1,315

当初オーバーしていた予算も、要望を精査していく過程で収まって

2,275

X4

玄関

駐車台数：1 台

テラス

構造・構法
主体構造・構法：鉄筋コンクリート壁構造・
SE 構法（木造軸組構法）混構造
基礎：ベタ基礎

X1

規模
階数：地上 2 階

S=1:150

工程
設計期間：2018 年 10 月〜2019 年 4 月

960
2,910

3,280

2,910

9,100
Y1

Y2

軒高：4,350mm
最高高さ：6,490mm
敷地面積：180 ㎡
建築面積：62.30 ㎡（建蔽率：34.6％）
延床面積：122.30 ㎡（容積率：67.9％）
1 階：62.30 ㎡／ 2 階：60.00 ㎡

施工期間：2019 年 5 月〜2020 年 03 月
Y3

Y4

より良い住まいの道しるべ
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堀田カーペット株式会社代表取締役社長

1978 年大阪府生まれ。北海道大学経済学部を

案内人

卒業後、2002 年にトヨタ自動車株式会社入社。

2008 年に堀田カーペット株式会社入社、2017

堀 田 将 矢（堀田カーペット代表取締役）

文：長井美暁

年より代表取締役。自社ブランドとして、敷き込
、ウールラグ
み用ウールカーペット「woolflooring」
「COURT」
、DIY カーペット「WOOLTILE」を展開。

https://hdc.co.jp/

家具や照明、ファブリック、植栽など、生活に求められるコンテンツを提案できると、顧客の信頼度が増します。
この連載ではその道のプロフェッショナルがそれぞれの視点で案内します。

カーペットライフのススメ
堀田カーペットは 1962 年の創業以来、

優れたウールカーペットを見直して

ウールのウィルトンカーペットを生産し
ています。僕は 3 代目で、本社工場は創

カーペットは埃を吸着するので、フロー

業地の大阪府和泉市にあります。

リングなどの硬い床材に比べて空気中

写真は僕が家族と暮らす自宅です。玄

に舞い上がる埃の量を 1/10 程度に抑え

関ホールに始まって階段や廊下、リビ

られるという計測データも、日本カー

ングダイニングや寝室はもちろん、キッ

ペット工業組合が公表しています。僕の

チンや洗面所などの水まわりまで、床と

妹は喘息持ちですが、わが家ではまっ

いう床にカーペットを敷き込んでいま

たく症状が出ません。皆さんが気にする

す。
「床に近づく暮らし」の気持ちよさを

ダニは、いないわけではありませんが、

多くの方に知っていただきたいと思い、

布団と比較すると非常に少ないです。

この家を建てました。

カーペットの製法は「刺繍」
と
「織り」に

普 段の生 活では床に直に座り、ロー

大別されます。前者の代表はタフテッド

テーブルで食事をしています。ソファは

カーペットで、大量生産が可能です。

ありますが、くつろぐのも昼寝するのも

一方、ウィルトンカーペットは後者で、

結局、床の上でということが多く、それ

この織機はイギリスの産業革命で機械

が可能なのはカーペットにクッション性

化された歴史があります。

があるからです。吸音性があるので、子

ウィルトン織機はタフテッド機に比べて

どもたちが走り回っても、その足音が気

生産効率が悪く、1日に織れる反物は

になることもありません。また、来客が

10m 程度。タフテッド機のもっとも効率

多いときも、どこにでも座ってもらえる

のよいものと比べると、1/100 程度の量し

ので椅子をたくさん用意しておく必要が

かつくることができません。また、機械織

なく、空間を広く使えます。

りではありますが、織工と呼ばれる職人

天然ウールはさまざまな面で優れた機

の技術も必要です。このように生産に手

能を持ち、これでつくったカーペットに

間がかかることから、値段は無垢のフ

は長所がたくさんあります。家具などの

ローリング材の 1.2〜1.3 倍にはなります。

重みで凹んでも蒸気をあてればすぐに

1970 年代までは新築住宅の床面積の

回復しますし、ウールの油分が水分を

約 20％をカーペットが占めていたのが、

弾くので汚れがつきにくく、落ちやすい。

さまざまな理由で 2007 年までにわずか

飲み物などをこぼしても、染み込まない

0.2％まで減ってしまいました。その後

うちに素 早く、乾いたタオルやティッ

も、フローリング材の高性能化などもあ

シュでトントンと叩くようにして吸い取

り、カーペットの人気は回復していませ

れば、汚れはある程度落ちます。

ん。大 阪 泉 州は日本におけるウール
カーペットの代表的な産地ですが、こ

さらに、ウールには保温性だけではなく
調湿性もあり、湿度の高い時期もべた
つかず、さわやかな感触で過ごせます。
冬には窓の結露防止にも効果がありま
す。夏は暑いのではないかと思われる
かもしれませんが、保温性があるので
冷気を一度含むと簡単には逃げず、そ
のためエアコンの効きが早いと実感し
ています。

写真はすべて堀田さんの自宅。地上 2 階建て・鉄骨造で、2015 年に竣
工。夫妻と子ども3 人が暮らす。設計は T-Square Design Associates の
津田茂さんに依頼した。カーペットを全面に敷くことから重心の低い
生活になることをはじめから想定し、ソファやリビングテーブルは低
めのものを選んだ。そのため「天井が高く感じられる」
と堀田さん。床
に座ったままでも手が届きやすいように、スイッチなども少し低めに設
置している。
カーペットを全面敷きするにあたり、いちばん心配したのは洗面所で、
そのため洗面所の入口部分でカーペットを見切り、万が一の場合は
洗面所の床だけ敷き替えられるようにした。しかし、足拭きマットを使
うこともなく、今も竣工時のまま、特に問題なく過ごしている。
この家はショールームとして見学を受け入れているので、興味のある
向きは同社に連絡を。
（写真：堀田カーペット株式会社）

の需要減少により、全盛期には約 400
台動いていたウィルトン織機が現在は

20 台程度に減少。ウィルトンカーペット
のメーカー自体、国内に数社しかありま
せん。しかしウィルトンカーペットは耐
久性に優れ、織物でしか表現できない
テクスチャーがあります。そのことを次
回も続けてお伝えしたいと思います。
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堀 田 将 矢（ほった・まさや）

CONSTRUCTOR’S NETWORK TOPICS

Report 2

Study Session

木造建築の未来を創造する

第 18 回重量木骨の家
プレミアムパートナー総会をオンラインで開催

SE 構法技術 研修会

木構造技術の開発拠点 エヌ・シー・エヌ「木構造技術センター / Timber
プレス向け内覧会を開催

Structure Lab. 」の開設および

SE 構法技術研修会を E-Learning（オン
ライン）にて実施しています。
現場施工に照準を絞り、実際の現場の流
れに沿って事例を交えて解説いたします。
工務ご担当の方をはじめ、設計、営業の
ご担当者様もぜひともご参加下さい。
■ 開催日程
第 172 回

2022 年 7 月 1 日（金）〜 7 月 14 日（木）
※お申込み期間

2022 年 6 月 1 日（水）〜 6 月 10 日（金）
第 173 回

2022 年 8 月 1 日（月）〜 8 月 14 日（日）
※お申込み期間

2022 年 7 月 1 日（金）〜 7 月 10 日（日）
さる 4 月 11 日に重量木骨の家プレミアムパー

る住環境づくり」をテーマに、コロナ禍、ウッド

トナー総会をオンラインで開催しました。

ショック、資源インフレにどう立ち向かうかを

執 行 役 員・重 木 事 業 部 部 長 の 中 川 勝 人 より

語り合いました。

2021 年 度 の 活 動 報 告を行 い、特にプレミア
ム パ ートナ ー の 平 均 受 注 金 額 が 1 棟 あ たり
4,195 万円に達し、過去最高を記録しました。
2022 年 度 活 動 方 針 の 発 表では「資 産 価 値 の
ある家」を具現化するために、1 社ではできな

最後に、SE 構法の品質の根幹を担う提携プレ

い 仕 組 みとプロモ ーションの 成 果と課 題、今

カット工場のなかから、ウッドショックで資材不

エヌ・シ ー・エヌは、
「木 構 造 技 術 セ ン タ ー /

ください。

株式会社タツミ・北関東工場を最優秀プレカッ

https://business-online.ncnse.co.jp/workshop/

ト工場として表彰させていただきました。

定員は各回 35 人です。お早目のお申し

Timber Structure Lab. 」( 通称：ティンバーラ

施設の内覧および SE 構法の強度実験の見学

いただきました。後半にはエヌ・シー・エヌ代表

ボ）を 3 月 1 日に埼玉県川口市に開設しました。

会を行いました。

田 鎖 郁 男 も 参 加し、西 日 本 グッドパ ートナ ー

住宅規模から中層大規模建築物まで、木構造

150mm 角 柱 の 脚 部 の 接 合 金 物を試 験 体に、

が企業ビジョンとして掲げる「未来に応援され

に関する技術開発の拠点としての役割を担い

中大規模木造を想定した柱脚接合部の引っ張

ます。

り強度実験および、4 階建てを想定した耐力壁

エヌ・シー・エヌは、これまでも大 学などの 実

＋ラーメンフレームの水平加力実験をご覧い

験施設を借りて SE 構法の構造性能を把握する

ただきました。

ための耐震実験を繰り返し行い、大地震など

5 階建てを含めた SE 構法の進化のみならず社

自然災害時の安全性の検証を行ってきました

会情勢に柔軟かつ迅速に対応するための木構

が、今後は本施設にて SE 構法の耐震性や防火

造の開発拠点として活動していきますのでご

性能の検証を行います。加えて SE 構法以外の

展と普及に貢献してまいります。
備える試 験機は、1,000kN（キロニュートン）
万能試験機と 200kN 面内せん断試験機で、多
種多様な木構造のディテールに対応可能です。
また 恒 温 恒 湿 器、送 風 定 温 恒 温 器 も 設 置し、
木材の基礎実験も行います。

担当者までお問い合わせ下さい。

Information for Constructors

西日本グッドパートナーの高倉潤社長をゲストに迎えた。
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SE 構法のプレカット提携工場

浜松市に新たな拠点が誕生

注目いただければ幸いです。

エヌ・シー・エヌは株式会社ハイビックと提携

既存の提携プレカット工場に浜松工場を加え

し、静岡県浜松市に SE 構法のプレカットの拠

て全国 10 工場となります。

点を新たに追加しました。

ウッドショックによる木材価格の高騰や供給不

正式名称：

ハイビックは、最新鋭の加工設備と卓越した技

足に対応するとともに、脱炭素社会の実現に

株式会社エヌ・シー・エヌ 木構造技術センター

術力によるプレカット事業を主力事業として展

向けた木造建築物の需要拡大のための体制強

Timber Structure Lab.

開し、一般の木造住宅向けから大型木造建築

化を進めてまいります。

木構造についても基礎研究、応用研究、開発
研究を進め、SE 構法に限らず広く木構造の発

込みをお勧めします。
ご 不 明 な 点 は、エヌ・シ ー・エヌの 営 業

え、同社の住宅建築にとどまらず大規模建築
から飲食業まで幅広く展開する事業をご紹介

〈木構造技術センター 概要〉

（ティンバーストラクチャーラボ）

https://ncn-se.co.jp/timberlab/
所在地：埼玉県川口市本蓮 1-12-13
床面積：286 ㎡

物向けまで、幅広く高品質なプレカット製品を
3 月23 日に開催されたプレス内覧会の様子。業界紙をはじめ住宅系
専門誌の記者の方々などに参加いただいた。

提供しています。
浜松工場の稼働により、SE 構法の供給体制は、

参加費：20,000 円（消費税込）
参加希望の方は下記の URL よりお申込み

ナー 代 表 取 締 役 社 長 高 倉 潤 氏をゲストに迎

さる 3 月 23 日には、マスコミ関係者を対象に

修了試験もオンラインで行います。

加 工によって資 材 提 供にご 尽 力 いただいた、

また、大 分 県 の 株 式 会 社 西 日 本 グッドパ ート
写真：Takuya Seki

ラインで受けていただきます。

足が継続する昨今、高い技術力と滞りのない

後の目標について共有しました。

右：1,000kN 万能試験機 左：200kN 面内せん断試験機

上記期間中におよそ 5 時間の講義をオン

〈SE 構法各地のプレカット拠点〉※2022 年 3 月現在
北海道工場 / 栃木工場 / 千葉工場 / 岐阜工場 / 京都工場 /
大阪工場 / 浜松工場 / 岡山工場（2 工場）/ 九州工場
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