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「自己責任の家　2　1階エントランスホール」　撮影：H様

自己責任の家 2―やっぱり辰が好き
　2004 年、「Shin Club　Vol.50」でご登場いただいた「自己責
任の家」の建て主 H 様は法律家。人任せにしないで、ご自身も
CAD を扱いながら基本設計を行い、こだわりの住宅を建てられま
した。しかしこのたび、お子様の通学を考え、新たに都心に戸建
住宅を建てられることになりました。郊外の庭付きの戸建住宅か
ら、都心型の奥行きのある敷地となりましたが、今回も H 様は、
建築が大好きな奥様のお母様のアドバイスをいただきながら、ご
自身で基本設計を行いました。施工は、再び弊社にご用命をいた
だき、担当も気心の知れた N 主任を指名されて、この３月、工事
は無事終了。表題のごとくうれしい感想をお寄せくださったので、
抜粋してご紹介します。

＜外断熱・RC、そして階段のプラン＞
　以前の家では、北海道の外断熱協会から資料を取り寄せたり、『建
築知識』などの雑誌を読み、あらゆる外断熱関連資料を集めて研
究した H 様。今回も外断熱 RC 造とし、K 部長の VE 提案により、
東邦レオの「エコサーム工法」を採用しました。K 部長は開口部
についても重要な提案をし、競業他社にない VE 提案にしびれた
と H 様。
　最初は奥行きが 26m もあるので、これはプールしかないと『鰻
の寝床プールハウス』を考えたものの、「掃除が大変よ」というお
義母様の言葉にあっけなく頓挫。次に思いついたのは、安藤忠雄
氏の『住吉の長屋』よろしく、真ん中の部分を外部にして、２棟
の建物を造り、外に出ないと隣の部屋に行けない構成。大木が茂
る両側の隣家の庭を存分に借景できます。しかしご家族は、当然
反対。北側斜線のために中庭の横に２つの建物をつなぐ廊下と階
段が来るのが必須となりました。

　『都市、住宅、中庭』といったキーワードで『住宅特集』、『住宅
建築』、『Confort』など様々な本を買い求め、京都の町屋も参考に
して、最初は中庭に面して階段を設置した H 様。しかし、北側斜
線についての考え方に相談役の M さんが言及、屋上への階段をコ
ンパクトにまとめて、中庭側に景色を楽しめる廊下を持ってくる
ことが出来ました。「やはり M さんは頼りになる」と H 様。
　
＜温熱環境＞
　前回は、内装は出来るだけ切り詰めて、躯体と断熱材と開口部
に予算を割り当て、「実は開口部の放熱処理こそ一番効果がある」
と理解した H 様は、吹き抜けの中庭に面した１,２階の開口部に断
熱レール付きのハニカムスクリーンを設けて、その効果を見るこ
とにしました。
 また、新たな工夫としては、人が絶対通れない細窓を設置、巨大
換気扇２機を最上階の屋上出口付近に設けたことがあげられます。
夏の夜、この細窓を開けて換気扇を廻し、冷えた空気を引っ張り、
躯体を冷やそうというお考えです。外断熱 RC 造の蓄熱性と自然
を利用した、エコロジカルな試みです。

＜中庭＞
　1 階の中庭には、連続した広がりを感じさせるよう、エントラ
ンスや奥の和室前の床と同じタイルを採用し、外壁となる東側の
境界は、20cm 四方のステンレス棒鋼の角格子にして採光・通風
を確保しています。ツバキ、桜など隣家の豊かな植栽を十分に取
り入れられる借景を考慮されました。施主検査の時点でも解決し
ていなかった内部との間の溝の処理には、辰の社長の一言で玉砂
利に決定。「すばらしい解決方法」と H 様。（次のページにつづく）
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（前ページより続く）
＜地下＞
　地下は、ホームシアターとしても使える大きな多目的スペースとワインセラーがあ
ります。天井が 3.4m と非常に高いのは、「当初はがらんどうにして、テニスのサー
ブ練習をするつもりだった」と H 様。多目的室について「ホームシアターにするな
ら遮音よりも吸音が重要」との相談役 M さんのアドバイスにより天井には MK ボー
ドを張り、吸音とともに調湿、コンクリートから放出されるアンモニアの吸着も企図
しています。

＜エタノール暖炉＞
　薪ストーブの人気が高まっていますが、今回 H 様がリビングに採用されたのは、
今一番新しい、「エタノール暖炉」です。煙突の設置も不要、有毒ガスも発生させず、

「外断熱 RC、中庭を擁した奥行き 26m のこだわり住宅」

所在地：都内
構造：壁式 RC 造
規模：地下１階、地上３階
用途：専用住宅  
設計：矢崎俊昭／矢崎設計
撮影：top と⑪H 様、①~⑩編集部

①

①北側全景。奥行きのある敷地②エントランス。タイルはトーヨーキッチンのベネツィアンモザイク。
プラチナタイルも使い華やかに彩られている③屋上。撮影後、以前の家の植物も一緒に引越し、植栽
工事も完了④北側と南側の２つの屋上出口の前に設けられた大型換気扇⑤３階の子供部屋。２つの部
屋に変更可能。桧のフローリングは足ざわりがやさしい ⑥キッチンは奥様と奥様のお母様がトーヨー
キッチンに選定。シンク前のモザイクタイルは深い色合いのチェストナット⑦２階中庭をダイニング
側から臨む。長い廊下にトイレ、階段室、エレベーターが配置される⑧南側リビングルームの暖炉⑨
１階エントランスから中庭を臨む。隣家のツツジにはメジロが訪れていた⑩１階奥の和室⑪和室から
中庭を眺める H 様。中庭にはヒラドつつじとヒメシャラ、獅子頭モミジが植えられている。

インテリア感覚で楽しめます。国内代理店での取り扱いが
なかったので H 様がオーストラリアのメーカーに連絡して
機器を輸入し、自らマントルピースを設計、弊社 N 主任の
実施設計により、製作しました。

＜セキュリティ＞
　エントランスのシステムはもちろん、人が入れない窓や
フェンスなど防犯には細かく配慮され、大きめの開口部は
シャッターで開閉します。

＜おわりに＞
　「自己責任の家１」当時よりもさらにパワフルにメールを
送り込む H 様に対し、IT 化の進んだ N 主任が迅速に対応。

「N 主任は本当によくやってくれた」と H 様から感謝の言葉
をいただきました。H 様、ありがとうございました。

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪



「3 月勉強会開催」　『ESNAって何だ』　3月5日
　３月の勉強会では、弊社のメールのドメインにもなっている、「ESNA」について、若い社員も増え
たため、改めてこの造語の発案者である松村拓也氏を迎えて、「建物づくりとは何か」を考えました。

「ESNA」とは Ecological Space of Natural Amenity（人間の快適性に基づく空間作り）のこと。辰
建設時代（1996 年 ) から取り組み始めた建築デザインのコンセプトです。
■素朴な疑問
　「エアコンの代替品は本当にないのか」「吸気口の位置は何のためにあるか」「ビニールクロスの汚れ
は何か」「床暖房は快適か」そして「何のための建築か」など、素朴に感じた疑問を解決するための考
え方を披露し、「人間にとって大切な食べ物『空気』をどのように提供するのかが、施工者としての真
の役割」と、施工実例を元に講義は進められました。
　終了後「久しぶりに目からウロコの話が聞けました」という声も聞かれました。

TOPICS/INFORMATION
※今月は TOPIC が多かったので、Frontline はお休みします。

松村　拓也

株式会社なのに　 http://www.nanoni.co.jp
NPO 法人カプラー http://www/coupler.or.jp
IID　世田谷ものづくり学校　http://www.r-school.net
世田谷ビジネスリーグ　http://www.coupler.or.jp/ssbc
世田谷世界交流プロジェクト　http://setagaya-sekai.com
起業マインドサイト　http://www.nanoni.co.jp/mind
池尻ロマンス座　http://www.nanoni.co.jp/romance

「第1回　フットサル部交流試合　　辰　VS　株式会社アーキネット」　3月5日
　この 2 月に発足したばかりの弊社フットサル部。さっそくコーポラティブハウスのプロデュースで有名な株式会社アーキネット様から、練習試合の
申し込みを受けました。監督の岩本を中心に 1 週間前には東京体育館で練習を行い、ウェアや靴も新しく買うなど、気合の入ったメンバーたち。5 日
夜、渋谷東急東横店屋上の「adidas futsal park」で約 2 時間にわたって試合を行いました。結果は体格と人数で勝る弊社を、6 人のメンバーで臨ん
だアーキネットが圧勝。社長を始め大勢で応援に駆けつけた我々でしたが、次回に雪辱をつなぐことに。しかし、プレイヤーも応援する方も気持ちが
一つになる、スポーツの心地よさを満喫した夜でした。

デパートの屋上にこんなかっこいい施設

岩本監督を囲んで試合前のミーティング 若手の常田、オフェンスに大活躍 あれ、さっそく足を痛めたかな？

ん年前のラグビー経験者 アーキネットはスピードがあります 何とか１点返したい、と作戦会議

紅一点の堤にパスが通るか、池山 ゴールキーパー佐々木「走れ」と反撃

アーキネット織山社長の華麗なキック   ボールさばきに勝るアーキネットチーム 最後は、みんな仲良く記念撮影。寒い中、お疲れ様でした

施工実例①ウエイブ函館１F。オフィスの中に植物を植え、適切な環境を維持する②ウェイブ函館の南
洋植物の庭③企画マンション「エスナ市ヶ谷」は吸放湿性のある「新島石」をエントランスに採用、
防音性能も発揮する

講師　アクセスポイント



構造：RC 造　
規模：地下 1 階　地上３階
用途：専用住宅　
設計：中村晃／アーキプラス
完成予定：2011 年 7 月

「成城T邸　新築工事」地鎮祭   2月24日

　傾斜地に建つ
専 用 住 宅 で す。
施工実績のある
中村氏の設計で
行います。施工
会社変更による
引継ぎ工事です。
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編集後記

Pioneers 02

シリーズ　「温故知新」VOL.1

～原宿を育てた不動産会社社長が、先読み（SY）の極意を語る～

豊田豊彦トヨタ土地建物株式会社　代表取締役
明治通りプラタナス商店街振興会会長

第 2回／全 5回
時代を変えてきた先駆者たちの声を聞き、今を考える

前回のあらすじ：せっかく早稲田大学に入ったものの、入学時には家業の経営が悪化、すぐに帰って来いと両親からの催促。しかし卒業証
書をもらうまでは、と踏ん張った豊田氏でした。が、卒業時にはさらに不況の真っ只中。就職もかなわず、いったん郷里に帰り、家業を手
伝うことになりました。
　浜松に帰った私は家業の機織業を継ぎました。従業員の労働時
間などいろいろ工夫もしてみましたが、不景気の波はここにもやっ
てきていました。将来的な見込みはないと判断して自主整理する
こととし、故郷に見切りをつけ、昭和 30 年に一家で上京すること
になりました。親戚筋や知人からは非難轟々で、母はずいぶん辛
い思いをしたようです。

　さてここでも大きな問題がありました。汽車賃の持ち合わせが
横浜までしかなかったのです。東京まで行くには、どうしたらい
いか。「横浜からは電車を下りて徒歩でいくか」「人からお金を借
りていくか」「その場で駅員に借りるか」３通りの方法があり、ど
うするべきなのか必死に考えました。これから先の人生で、その
体験が自分をどんな運命に導くことになるのか、どのような体験
をしたらいいのかー答はご想像にまかせますが、人生には、この
ように重大な決断をするときがあります。単に苦労しさえすれば
いい、というのではない。その先に強い運命的な影響の出る行動
をするときがある。それが間違ってはいけない “SY”（先読み）な
のです。

 さて無事に上京し、原宿に４畳半と２畳の小さなアパートを見つ
けました。両親と姉２人、体の弱い弟と私の６人でしたが、まず
は食わなくてはと、母以外はみな働きに出ました。母は「元手が
なくて口だけでできるから」、とそのアパートで細々と不動産業を
始めました。当時は、資格なんて要らなかったですからね。私は

   ある日、新聞広告で丸の内の調査会社の募集広告が目につき、
ここしかない、という思いで応募しました。１週間ごと４回の面
接で OK となり、５回目の健康診断で不合格となりましたが、必
死のお願いで何とか採用されました。仕事は興信所の調査員。渋
沢栄一創設の会社として有名でしたが、ともかく一生懸命６年半
勤めました。ここで、同僚たちの強い勧めもあって、職場の女性
と結婚することになりました。が、妻となる彼女は、上司に挨拶
に行ったところ、「彼には両親がいるので、将来必ず親の面倒を見
る立場にある。病弱な弟、姉がいて、一家は狭い借家住まい。経
済的には決して楽とはいえないし、家族関係でも大変だ。わざわ
ざ苦労しにいくようなものだから考えなさい」と言われたそうで
す。しかし彼女は彼女なりの “SY” で、結婚相手として私を選択
しました。今も仲良く暮らしています。

　上京して 10 年後、一家扶養のためにサラリーマンではだめだと、
私も会社を辞めて、表参道と明治通りの交差点に事務所を借り、
一家で本格的に不動産業に乗り出しました。“SY” の私としては、
当然、地域で一番にならなくては、と考えました。もっぱら周辺
のアパートの斡旋ですが、「欲付きの浴付き」とは言ったもので、
高い家賃を取るために、いい設備、つまり木造２階建てのアパー
トの各部屋に、当時はまだ珍しかった風呂を付けたり、４畳半の
部屋でも出窓を作ったりしました。銀座のホステスさんたちが大
勢いましたよ。
　しかし本当に大切なのは家主さん達の信用を得ることです。そ
のためには、当時まだ不備の多かった「建物賃貸契約書」を完璧
にすることだと考え、市販の契約書ではなく、契約が 10 年 ,20 年
先においても通用し、想定外のトラブルとなっても、解決方法が
見出せるような契約書条文の作成・研究を行いました。そうして
作った契約書は時代の変化、法改正などで多少修正しているもの
の、税務対策、その他においても立派に通用して、継続使用して
います。これも” SY” の結果と自負しています。また住宅並みの
保証金と家賃で、企業を引き寄せ、自らもビルを建設して賃貸物
件にするというビジネスを始めました。「土地基本法」の先を行く
ようなビル作りにまい進していきました。　　　　　（つづく）

構造：RC 造　
規模：地上 3 階
用途：専用住宅　
設計：曽根幸一／環境設計研究室
完成予定：2011 年 9 月

「M邸　新築工事　」地鎮祭   3月8日

　

・3 月勉強会で。体重 50kg の人の場合、1 回に呼吸する空気は、約 0.5 リットルといわれています。1 日の呼吸量を計算すると 0.5 リッ
トル ×28,800 回 =14,400 リットル、約 20kg。これは、ご飯にするとなんと約 100 杯分にもなります。食事制限も大事ですが、大切
な食べ物「空気」をコントロールすることはもっと大事だと、改めて思いました。

アルバイトでも日雇いでも何
でも良かった。学卒でなく、
高卒の履歴書を持って面接に
向かったこともありました。
バイトをしながら給与をも
らって、別のところに面接に
行くという具合でした。

明治 39 年建設の原宿駅は、戦災を免れ、
改修を加えながらも、木造駅舎として
今も多くの乗降客を迎えている。

　設計者は芝浦
工業大学の OB
の方です。
　JR 鶴見駅前に
建つ、工房付き
の住宅です。

構造：RC 造　
規模：地下 1 階　地上３階
用途：長屋　
設計：若松均／若松均建築設計事務所
完成予定：2011 年 12 月

「世田谷テラスハウス　新築工事」
　地鎮祭   2月26日

　アーキネットの
企画による全８戸
のコーポラティブ
住宅です。


