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３点セット

　写真はこのたび、高円寺に竣工した住宅です。
コンクリート打ち放しの躯体に外断熱が施され、各階に放射冷暖
房の PS（ピーエス）が入った、機能的な住宅です。四角い建物
の内側には、左側に広い階段室が内包され、天井部分から光が差
し込む、心地よい空間になっています。
　設計を手がけた、「エトルデザイン」の岡由実子氏によると、
同事務所では、7 ~８年前に建築プロデュース会社の LDK とつ
くり続けていた、「コンクリート打ち放し」、「外断熱」、「放射冷
暖房システム」を、その後もトータルで家づくりを考えてもらう
3 点セットとして捉え、お客様にお薦めしているそうです。

　「PS は初期費用がかかり、個人の住宅ではぜいたく品になるた
め、実際に施工までに至らない場合も少なくありませんが、身体
に優しい温熱環境を生み出すので、本当にいいですね。リフォー
ムで PS を入れた物件もありますが、100％、クレームがないん
です」と、岡氏はその良さを実感されているようです。
　コンクリートという躯体は、耐震性があり、素材の質感が好ま
れる一方、蓄熱体として外部の気候の影響を木造より受けやすい
ものです。厚みもあり、夏の暑さ、冬の寒さを、そのままだとス
トレートに室内に伝えることになるので、断熱についてしっかり
と理解しておく必要があります。

　内断熱は、断熱材のある室内側に完全に防湿層を設けないと、
暖房を止めた後、壁の温度は下がり、暖かい室内側との温度差に
内部結露を生じることになります。特に暖房機の普及と室内の気
密化が一段と進んでいる現在、換気が十分行われない環境では結
露はカビの発生へとつながります。
　

　外断熱は、コンクリートを蓄熱材として最大限に利用できるた
め、冷暖房効率が飛躍的に高まります。放射冷暖房システムとの
相性が非常によく、健康的です。コンクリートの内部の水分を適
切に排出する性能も高くなり、結露が軽減します。

　温熱装置の比較でいえば、エアコンは空気を暖めたり、冷やし
たりする方法のため、実は自然換気を好き勝手にできません。窓
を開ければ、冬なら暖気が、夏であれば冷気がいったん逃げてし
まいます。しかし、放射冷暖房システムだと、エアコンと違い、
自然換気を利用できます。ルーバー状のラジエーターの中を、冬
は暖かいお湯（40℃くらい）、夏は冷たい水（15℃くらい）が流れ、
壁や床、天井を暖め、あるいは冷やすという仕組みのため、いつ
でも新鮮な空気を取り込めるのです。
　さらに夏は、湿気が暑さをより辛いものにしますが、冷たいルー
バーの表面に余分な湿気が水滴としてついて、除湿されるので、
まるで地下の洞窟のようなさわやかな室内になります。　
　
　「これまでも、コンクリート打ち放しのマンションに住んでい
らしたオーナーですが、この温熱環境にもご満足いただけること
と思います」と岡氏。3 点セットの良さを、一人でも多くの人に
実感してもらいたいそうです。
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  「機能していない部屋ができるくらいなら、オープンな
空間を自分でしつらえる」というオーナーの最初の一言
で、１フロア１ルームの構成が決まった。
　周辺は住宅が密集しているため、外部に面して大きな
開口部は設けず、変形の敷地に合わせて西端に斜めにボ
リュームのある階段室を配置し、一日の移ろいを感じさ
せる空間とした。室内に対しては、さまざまな開口部に
より、光と風の通り道をつくっている。
　コンクリート打ち放しの躯体と相性の良い外断熱工法
を採用し、内部には、放射式冷暖房の PS の冷暖房機を
入れて、身体を使うことを仕事にするオーナーに対して、
最良の温熱環境を考えた。
　また、内装にはコンクリートの素材感に対抗できる強
さを持つ素材、たとえば、ガラス、スチール、銅、シナ、
ステンレスなどが最終的に残り、質実剛健な空間をつく
りあげた。今後、オーナーのしつらえが、空間に彩りを
与えていくことを楽しみにしている。

( 髙山正樹・岡由実子）

コンクリート打ち放しの躯体に
外断熱と放射暖房機を組み合わせた快適空間

所在地：杉並区
構造：RC造壁構造（外断熱パネル打ち込み）
規模：地上３階　
用途：専用住宅
建築設計：ｴﾄﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 髙山正樹 岡由実子
構造設計：梅沢建築構造研究所
設備設計：EOS plus ＋ Comodo 設備計画
冷暖房機器：ピーエス暖房機
施工担当：中村　奥村　　
竣工：2010年10月　　　
撮影：堀内広治（⑨のみｴﾄﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ）

高円寺南 3 丁目住宅

①

①建物の西端に位置する内部階段。天井スリットから下りてくる光が、1 日ごとに、季節ごとに変化する②階段を上から見たところ。ボリュームある空間は
多目的な利用も視野に入れている③3 階リビングダイニング。銅仕様の PS の冷暖房機がコンクリート打ち放しの内部でやわらかな存在感を示す④キッチン
側から見たところ。天井のトップライトから室内に光が注ぐ⑤中央壁の外のテラスは、向かいの家からの視線を遮る高い外壁に守られている。サッシはリン
酸処理した溶融亜鉛メッキのオーダーメイド品⑥洗面所・バスルーム⑦1 階エントランス、多目的ルーム。正面にドライエリアがある⑧1 階階段下のトイレ。
手洗いボールの下方部分のプリント壁紙は、オーナー自らセレクト。ミニマム空間にアートな雰囲気を加える⑨リビング天井のトップライトから見える青空

④

②
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12 月勉強会開催 ピーエス株式会社　富ヶ谷ショールーム「放射冷暖房装置について」

　今年もあとわずか。年内最後の研修会は、コーポラティブハウスの
「TAUTO」（ShinClub126）や上記の「高円寺南３丁目住宅」で採用した、
放射冷暖房装置の PS について行うことになりました。
　富ヶ谷のピーエス本社にあるショールームを訪れ、平山武久社長じき
じきにレクチャーをいただき、コンクリート打ち放しと相性のよいこの
システムを通して、最適な温熱環境とは何か、を考える機会としました。
　実際に PS の施工経験のない若手社員も増えてきていましたが、いざ
採用となった場合にはスムーズな管理を行えるように、と工事部では今
後もいろいろな技術研修の機会を設けていきます。

「室内気候ショールーム」は
ジャングルのように緑が多
い。移り変わる外の気候に
合わせて運転中。



「建築は、自然にはかなわない。建てさせてもらって
いるという気持ちを忘れないようにしたいですね」

一流思考の辰が聞く、フロントランナーの極意Front Line 36

髙山　正樹

株式会社　エトルデザイン　一級建築士事務所

　今月は、高円寺南 3 丁目住宅の設計者、エトルデザイン一級建築士事
務所にご登場いただきます。代表の髙山正樹氏と、岡由実子氏の絶妙な
コンビネーションがセンスのあるお仕事を生み出しています。事務所は、
銀座 1 丁目のスクラッチタイルのレトロな建物、奥野ビル。手動式の二
重扉のエレベータに感動し、ギャラリーのような会議室でお話をうかが
いました。

—髙山様は、もともとデザイン関係の仕事をされていたそうですね。
髙山：10 代半ば頃から芸術をやりたいと作品をつくっていました。20
代の初めに、フランスと東京に拠点をもつ芸術家の田原桂一先生のとこ
ろで、ものを創ることを学びました。が、やはり芸術を職業とするのは
難しく、デザイン事務所に勤めたのです。プロダクトや内装のデザイン
をやっている中で、住宅の依頼があり、知人に岡を紹介してもらってつ
くったのが最初の建築の仕事です。

—岡様は大学卒業後、安藤忠雄建築研究所に勤められています。
岡：96 年の春まで 5 年間お世話になり、東京で働こうとしていた矢先
に高山のいた事務所を紹介されて住宅をつくったのが一緒に仕事をする
ようになったきっかけですね。
髙山：安藤忠雄さんは建築家の中でも芸術的な感覚が強い方だと思って
いたのですが、いろいろ話を聞いて建築でもアーティスティックなこと
ができるという気持ちが高まりました。インテリアと違い、建築は「表
裏一体」、外と内をデザインできるということに強く惹かれたのです。
岡：髙山は立体の身体感覚が鋭くて、敷地を見て太陽を見て、すぐに立
体を建ち上げてしまうんです。私は、「プログラムは入るんですか」と
いうようなことが気になるのですが、髙山は立体をベースにプランに落
とし込んだり、私が描いたプランでやり取りして創っていきます。存在
感の強いかたちや無垢な感じの空間構成、質感の好みは共通点があるの
で、全く異なる部分が交差しながらまとまっていくのだと思います。

—現在は、三島、軽井沢、東京と３つの拠点での仕事があるそうですね。
髙山：三島は、2003 年、PAM MUSEUM（坂茂氏設計）のオープニン

グ展のインスタレーションの仕事で現場に通い、緑、海、東京からの
アクセスの良さに魅力を感じました。1 年後、「車と家」を特集する
雑誌に掲載された住宅案を見たカメラマンの方から、三島でスタジオ
を建てたいと連絡をいただいたのです。農業用倉庫を備え、クラシッ
クカーとトラクターが並ぶガレージ、待ち合いを兼ねたカフェや露天
風呂を持つ、ユニークなスタジオになりました。建て主は地元の旧家
でもいらしたので、私たちも地域にご縁ができ、そこでセミナーを開
いて、いろいろと設計の依頼を受けるようになりました。温暖な気候
の三島では、富士山や海など広大な風景を室内に取り込む「ピクチャー
ウィンドウ」で、新たな自然を感じてもらえるよう提案しています。
　一方、軽井沢は別荘地ですが、以前から企画を考えては「ぜひやり
たい」と周囲に繰り返し話していました。黙っていてはダメですね。
モデルハウスをつくりたいというお話を頂戴し、ひとつ作らせていた
だいたのをきっかけに声がかかるようになりました。東京で全く建築
が動かなかった時期に、別のエリアにつながりがあって仕事ができた
のは、運がよかったですね。

岡：軽井沢の「傾斜屋根でなくては」という取り決めは、四角い建築
ばかり考えていた私たちには新鮮でした。300 坪からある敷地を同じ
ような樹々の中でどう読み込むのかも戸惑いました。そして自然が厳
しい。冬は -10° C 以下にもなるので、基本性能が高い基準で求めら
れます。そういうことをこつこつ解決しながら、自然と対峙する空間
をつくることがとても面白い。今年２月の大雪の日、現場に行く途中
で大きな樹が倒れ、まず木を切り分けるのが仕事の始まり、という事
態に遭遇しました。「建築って、自然にはかなわないんだ」という感
覚が素直に生まれました。都会で建築をつくる時も、根拠あるディテー
ルにデザインを込める、きっちり作ることの大切さを改めて教えても
らったと思います。
髙山：周囲からの限られた景色を取り込む東京、温暖で開放的な三島、
厳しい自然の軽井沢、この３つの環境の違うところで建築をつくって
いるのは、精神衛生上、非常にいいと感じていますね。
—本日はどうもありがとうございました。

素材への感性を建築に生かす

撮影：アック東京

Être 
Design

岡　由実子

建築・集合住宅／住宅、家具、プロダクト、空間演出の製作展開。
八戸景観大賞（シャトー・カミヤ牛久　2000）
フロントガラス大賞（シャトー・カミヤ牛久　グラスハウス2002）
東京メトロ　新副都心線のサイン計画で、2008年グッドデザイン賞受賞

1967 年　東京都生まれ
1989 年　フランス在住・芸術家　田原桂一氏に師事
1992 年　株式会社 SESSA 勤務
　　　　  プロダクトから建築までを手がける
1997 年　デザイン組織 project Être 結成
2001 年　有限会社 Être Design 設立
2007 年  株式会社 Être Design に改組 代表取締役 

1967 年　大阪府生まれ
1991 年　京都大学工学部建築学科卒業
1991 ～ 96 年　安藤忠雄建築研究所勤務
1997 ～ 2003 年 東京大学安藤忠雄研究室
のスタッフを務めながら、設計活動を行う
2003 年より Être Design 勤務

会議室で模型を前にす
る岡由実子氏。

事務所会議室内に置かれた木、
アルミ、鉄、竹、ガラスなど
のサンプル。様々な素材を用
意して、手触り、重さ、温度
など、同じ質量でもいろいろ
と身体の感じ方が違うことを
訪れる人に感じ取ってもらう。

髙山正樹　氏　



「 (仮称）NHビル新築工事」   お清め    　11月10日

構造：RC 造　
規模：地下 2 階、地上 2 階
用途：事務所
設計：大堀伸／ジェネラルデザイン
完成予定：2012 年 7 月

構造：RC 造　
規模：地上 3 階
用途：専用住宅　
設計：東秀音／東アトリエ
完成予定：2012 年 5 月

「白山の家　K 邸　新築工事」地鎮祭   1１月10日

　西片の名門小学校の前に
建つ住宅が着工します。
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・エトルデザインの会議室で、空中に浮いているようなイスや墨絵が流れているようなテーブル、コンクリートのオブジェなど、たく
さんの髙山氏の作品を拝見しました。iPad を使った作品説明は、アーティストとしての感性にあふれていました。

編集後記

　千駄ヶ谷でオフィスビルの工事を
再開することになりました。
　地下 10m の根伐底で、お清めを
行いました。

Close up Company 06

テクノ・ナミケン株式会社
　今月は、オーダーメイドサッシの設計・製造・責任施工を行う、テクノ・
ナミケン株式会社をご紹介します。創業は 1925 年（大正 14 年）。以来
80 余年、安藤忠雄氏など著名建築家の設計による公共建築、商業施設、
住宅施設などのほか、歴史ある建物の保存再生など、数多くの建物の施
工を手がけています。設立当初はスチールサッシメーカーでしたが、昭
和 35 年からはアルミサッシの加工も始め、現在は大阪府大東市でスチー
ルサッシ工場とアルミサッシ工場を併設しています。アルミ単体窓から
大型カーテンウォールまで、一貫製作することにより高品質のものを提
供し、お客様の信頼をいただいているということです。
　植月信二常務取締役東京支店長に、弊社工事部部長の窪田とお話を伺
いました。

植月信二 常務取締役 東京支店長

テクノ･ナミケン施工サッシやファサードが際立つ弊社物件。左から Trans gallery、Klarlheit、 
OTM ビル。ほかにも多数の現場でご協力いただいている。

－高円寺南 3 丁目住宅でも拝見しましたが、
溶融亜鉛メッキ＋リン酸鉛処理のオーダー
サッシでは、建築家の先生方のご指名が多い
とのことですね。
窪田：色合わせなどが難しく調整に時間がか
かるので、通常のサッシよりは金額は高めに
なります。手間と技術がものを言う製品です
が、そのマット感がいいんですね。
植月：ひずまないように鋼材に非常に気を使
いますし、時間もかかります。トライする業
者さんもいらっしゃいますが、2 度目は、手間ときれいに仕上がらな
いジレンマで、皆さん、二の足を踏まれるようですね。
　弊社はリン酸鉛処理の協力会社も近くにあり、効率的な作業が行え
る環境です。
　サッシの素材は、アルミ・スチール・鋼材などがありますが、（鋼材は、
H 鋼などムクの重量部材を指す）それらを組み合わせたり、板金加工
を行ったりして、設計の先生方の要望にお応えしています。
　たとえば、弊社のカタログ（WORKS５）の物件でご説明しますと、「絵
本美術館」（設計：安藤忠雄建築研究所 2004 年）などは、鋼材の前に
アルミの形材を貼った大型カーテンウォールで、スチールの剛性とア
ルミの耐食性を備えた細い外観が特徴です。スチールはアルミと比べ

て剛性が 3 倍ありますから、アル
ミより細い部材で、より大きな開
口部を創出でき、吹き抜けにも利
用できるわけです。

「横須賀美術館」（設計：山本理顕
設計工場 2007 年）は、スチール
板材を特殊な形状に加工してフ
レームを極力目立たなくしたスク
リーンファサードです。

「海の駅なおしま」（設計：妹島和
世＋西島立衛 SANAA　2007 年）は、スチール形鋼スクリーンと
大型引き戸の組み合わせが、透明感のある建物を生み出しました。
　リフレッシュ（改修）もやっています。最近は学校など、文化的
建造物の保存の意識が高まり、そのようなレトロなオーダーに対し
て「TN-R] というシリーズをご用意しています。
もともとある既設建具（サッシバー）は、サッシバー材の生産中止
等で現在は製作が不可能ですが、弊社ではアルミの框、格子にフィ
ンをつけて従来のサッシバー風に見える建具にしています。バリ
エーションも多種そろえて復元再生工事に重宝されています。
ー大型の製品は、製作に時間がかかるのでしょうね。
植月 : 何ヶ月も前からオーダーを戴かないと間に合わない場合もあ
りますが、まず施工物件をごらんいただき、形にしていきます。と
きには、ご要望についていくのが一苦労というときもありますが、
そのチャレンジが楽しみでもありますね。
　最近は、いろんな情報を集めながら、ちょっと変わった表面処理
の鋼材を使うこともあります。フッ素のアートテックパネルー印刷
のパネルなのですが、石のようにも、木のようにも見える新しい表
面処理など、いろいろな材料を考えています。
窪田：今月弊社で竣工した OTM ビルでも、お仕事ぶりをご紹介で
きると思います。特化した施工では、今後もナミケンさんを追いか
ける気持ちで、私どももがんばっていきたいですね。
ー本日はありがとうございました。

高円寺南 3 丁目住宅の 3 階 LDK
のリン酸鉛処理のオーダーサッシ

『現代のルネッサンス調
サッシ」TN-R シリーズ

（東北学院大学改装）
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