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震災後
　東日本大震災から２ヶ月目を迎えようとしています。いろいろ
な支援活動が動き出し、この GW 中に、被災地へボランティア
に向かわれた方、あるいは寄付などさまざまな形で、支援の手を
差し伸べられた方々も多いことでしょう。
　弊社およびグループ会社でも新入社員たちが宮城県仙台市宮城
野区でボランティア活動を実施してまいりました。
　避難所から仮設住宅へと、被災された方々の生活を立て直す段
階も移り始めています。しかし広大な平野に瓦礫が残る被災地の
状況をみると、いったい何から手をつけてよいやら、途方にくれ
てしまうというのが現実ではないでしょうか。

　そんな中、建築業界では、建築家の先生方が、「アーキエイド」
という「建築家による復興支援ネットワーク」を立ち上げました。
被災地の仙台において、地元大学の各建築学科を結び、建築文化
の発信を担ってきた＜せんだいデザインリーグ＞を中心に、活動
支援とネットワーク構築のため、寄付や協力を世界中に呼びかけ
ています。弊社にいつもご用命いただく先生方も多数参加されて
います。日本赤十字への募金ももちろんですが、建築関係者とし
て、ご興味をお持ちの方は、ぜひアクセスしてみてください。
http://archiaid.org/donation/
　災害時の公共建築のあり方など、建築分野の調査・研究・提言
が、どんどん進められることに期待したいと思います。

　さて、一方で原発の問題も今だ先が見えてこない中、私たちは、
毎日の生活を見直し、極力電力消費を控える生活にシフトすること
を求められています。電気事業連合会の HP「INFOBASE2010」
によると、所属する大手電力会社 10 社の電源別発電電力量構成比
では、昭和 50 年時に合計発電電力量 3,876 億 kWh の 6.5％に過
ぎなかった原子力発電は、平成 21 年には、合計 9,565 億 kWh 中
29.3％を占めるまでになっています。ちなみに他の電源も見ると、
昭和 50 年時は、石油 62.1％、水力 20・3％、LPG.2.0％、LNG5.3％、
石炭 3.9％でしたが、平成 21 年時は、石油 6.1％、水力 8.3％、
LPG1.1％、LNG29.3％、石炭 24.9％となって、石油や水力の発
電が減り、石炭や原子力の割合が増えていることがわかります。太
陽光発電や地熱発電、風力発電など、新エネルギーと呼ばれるもの
は数字には出てこない状況です。地域発電という観点からも、今後
ますます自然エネルギーへの転換が求められるものと思われますが
現時点では、まず電力量を減らすことから始めなくてはなりません。
昭和 50 年当時の暮らしは、どういうものだったでしょうか。例え
ば、私の家ではエアコンは使っていませんでした。パソコンもあり
ませんでした。工夫する余地はたくさんあるようです。
　震災後の日本の復興に、世界中の注目が集まっています。新たな
転換を見せる格好の場となっています。被災地の人々の立場になる
と、今日生きていられるのは本当に単なる偶然なのだという気持ち
になります。今のこの思いを「忘れない」ことが、何より大事なこ
となのでしょう。
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　オーナーの K 様は新潟でホテルを経営されており、建築に対する造詣も深く、
特に素材に対する感覚は、ご親戚の建築家・伊丹潤氏に強く影響を受けられたこと
だろう。一般的な共同住宅よりも居心地の良い落ち着いた空間を求められた。
　敷地は容積率が高く、レベル差があることにより、南東の前面道路に面した部分
を地下 1 階とし有効活用を図った。地下 1 階はエントランス、駐車場を配置し、
1,2 階を共同住宅フロア、3,４階をオーナーの住宅としている。プランも道路側に
大きく開口部を設け、建物は採光に配慮して敷地に対して少し角度をつけている。
外壁は、杉板型枠のコンクリート打ち放しにレンガを加えている。日影の関係で全
てを RC 造とすることが不可能となり、最上階は鉄骨造としたが、それが逆にフォ
ルムとして面白くなった。最上階はガルバリウム鋼板を貼り、テラスにはデッキを
設け、高麗芝で緑化も施した。
　内部の素材には天然木や石など自然素材を多用。また、腰壁や棚、ヘッドボード、
机などにはケヤキの原木を使っているが、スライスするより、そのまま使って迫力
を出すなど、素材そのものを活かすように心がけている。
　辰には、コンクリート打ち放しが得意な業者という信頼があり、杉板型枠の内外
壁など神経を使ってもらってよくやってもらったと思う。　　　（小松清路氏　談）

　設計者への依頼は今回で 4 件目で、26 年の付き合いの中で培われた感覚で作り
上げた。土地は、見たその日に購入を即決した。最近は南向きにこだわらない風潮
もあるようだが、自分は「夏涼しく、冬暖かい」非常に大事なポイントだと考えて
いる。外壁は、コンクリート打ち放しに、神宮前の「サザビー」のビルにヒントを得て、
特注レンガを施して軟らかさを出してもらった。内部も、壁にクロスは避けて、自
然素材をそのまま活かしたものとした。照明はルイス・ポールセンの器具を中心に
構成、全て LED ライトを採用して、省エネに配慮している。他にはないホテルの
ような居心地のいい空間ができたと満足している。　　　　　　　　　（K 様　談）

「自然素材を重視した、オーナーこだわりの共同住宅」

所在地：渋谷区
構造：RC 造 一部 S 造
規模：地下 1 階、地上 4 階
用途：共同住宅  
設計・監理：ASKA  小松清路建築研究所
構造設計：STR デザイン
施工担当：村田　
撮影：アック東京

①全景。ガレージの東側がエントランス②エントランス部分も杉板型枠の打ち放しとレンガの壁、床は御影石③３階エレベーターホール。御影
石の床にケヤキの原木を置いて上がり口としている④3 階オーナー邸リビングダイニング。ブラックウォールナットの床にオーナーこだわりの
家具や調度品が並ぶ⑤オーナー邸キッチン⑥オーナー邸浴室。木の天井も作りこんだ仕上げ⑦オーナー邸３ ,４階をつなぐ内部階段。杉板型枠
のコンクリート、ジョリパット（エンシェントブリック仕上げ）の壁と半透明のガラス窓。床はカーペット敷き⑧共同住宅部分浴室⑨共同住宅
部分リビング。原木をはめ込んだ棚や建具が大人のための空間を演出⑩共同住宅部分寝室⑪4 階オーナー邸テラス。副都心の夜景もまた美しい
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Design Reform 六本木ヒルズ T 邸　リノベーション

　　六本木ヒルズ高層棟の 1 室で、ゲストハウスを兼ねた、オフィ
スのデザイン・リフォームを施工しました。
　115 ㎡のこの物件は、以前賃貸で暮らしていた六本木ヒルズを気
に入って、オーナーが購入した物件です。もともと東京タワーも望
める高層階からの景色や、六本木という都心のもてなし空間として
の良さを気に入られていたオーナーですが、今回は「スタイリッシュ
で本物志向の空間を追求したい」とのご要望です。
　設計を担当されたのは、カガミ建築計画の代表、各務謙司氏です。
各務氏は、早稲田大学大学院卒業後、米国ハーバード大学大学院に
留学し、ニューヨークの超高級住宅設計事務所 Cicognani Kalla 
Architects（CKA）にて約 2 年間修行されました。CKA は都心のマ
ンションリフォームと郊外の新築別荘の設計を中心に行っている、
アメリカのセレブリティにはよく知られた設計事務所だそうです。
　「ニューヨークでは、新築のマンションに住むより、古いマンショ
ンをリフォーム・リノベーションして住むことの方が、尊ばれる文
化がありました。特にプレ・ウォーと呼ばれる戦前に建てられたマ
ンション・コンドミニアムを買って、自分たち好みにリフォームさ
れた物件に住むことは、誰もの憧れです」と各務さん。
　1996 年帰国後は、デザイン・リフォーム、マンション・リノベー
ションに特化した建築設計を行っています。

ニューヨークスタイルのマンション全面リフォーム

Before
　メインルームは壁の凹凸が多く、また折り上げ天井も特徴的で家具の配置に困るレイアウトだった。壁の撤去でワンルームへ。

After
　ダイニングエリアは、灰色の珪藻土を塗った壁が空間を色付け、中央のリビングエリアは、書斎との間のスチールサッシが空間
を特徴付けている。カッシーナのダイニングテーブルとチェア、アルフレックスのソファ、ミノッティのサイドテーブルと、高級
輸入家具を採用している。（写真①④⑤はカガミ建築計画。それ以外は編集部）

ミーレ社の洗濯乾燥機
を組み込んだ洗面カウ
ンターとバスルーム

壁のアートは正面の壁の 2 枚が中込靖成氏の作品

キッチン＆ミニバーの建具は 4 枚扉の一体型
で、閉めると 1 枚の壁のようになる

書斎の家具
は特注。鋼
製サッシの
手前には木
製ブライン
ドが収まっ
ている。

南面中央の壁のコラージュ作品は仲田智氏、
右の上着の絵は石塚ツナヒロ氏の作品

重厚な鋼製サッシを通して、テラスも取り込まれたような
一体感が生まれ、大人の空間を演出している

＜六本木ヒルズについて＞

「既存の図面については、設備図面なども管理会社が一括管理し
ています。一方、工事に関しては、資材の搬出搬入口なども別
で工事の時間帯や養生について取り決めがあり、居住者への並々
ならぬ配慮が感じられました」と各務さん。六本木ヒルズは、
都市ガスによる自家発電を行っており、3 月 11 日の震災時にも
停電せず、逆に東電に売電していました。一瞬でも停電したら
問題となる金融関係の外資企業などがこぞって入居した理由は、
そんなところにもあるようです。

＜Ｔ邸リノベーション概要＞

　以前の２ＬＤＫの間取りを、約 50 ㎡（30 畳）の大型ＬＤ
と書斎と仕事場を兼ねた小部屋、それに寝室へと変えています。
キッチンの位置と洗面・浴室の位置を交換し、寝室からの利便
性を向上しています。リビングダイニングと書斎の間仕切りは、
特注のスチール製サッシを使い、インダストリアル（工業的）
な雰囲気を作り出しています。それぞれリビングに面したミニ
バーとキッチンは建具を一体で作り、閉じたときは大きなパネ
ルに見えるようにデザインしました。リノベーションの建築工
事だけでなく、家具やカーテンブラインド類のコーディネート、
そしてアート調度品のセレクションもカガミ建築計画が行いま
した。
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編集後記
・GW には被災地にたくさんのボランティアが訪れましたが、その後は激減してしまったということです。また、参加者の怪我も少な
くないとのことで、しっかりとした装備、体勢で臨みたいものです。

構造：RC 造　
規模：地上３階
用途：専用住宅
設計：東秀音／東京計画研究所
完成予定：2011 年 6 月

「Fallingstar Terrace 白山K邸新築工事」上棟式   4月28日

　フランク･ロイド・ライトの
「落水荘」のイメージを取り入
れた、R のラインが美しい住
宅です。いよいよ、形が見え
てきました。

　ZEN ホールディングスでは、今回の東日本大震災に際し、仙台市宮城野区の災害ボランティアセンターでのボランティア活動を
実施しました。宮城野区は、ユニホー仙台営業所および西洋ハウジング仙台支店の活動エリアでもあり、グループで日頃ご愛顧いた
だいている地域の皆様へ少しでもお力になることがあればと、2011 年度入社の新入社員に、2 期に分けて活動の要請を行いました。
センターでの活動の内容は、危険でない軽作業が中心となりましたが、辰の新入社員は、5 月１日から 7 日まで、ライフポート西洋
の平塚社長の指揮の下、民家のゴミの整理や泥土の排除などを行いました。（被災者の方に配慮して、屋内写真の掲載はいたしません）

TOPICS/INFORMATION

①ボランティアセンターに集まり、それぞれ派遣先の指示を受ける②出発。バスで現地まで移動。
その後、瓦礫の山の中、指定された家を目指す③辰は蒲生・岡田エリアで活動④いたるところに
見られる壊れた自動車の残骸が、津波のすさまじさを物語る⑤残っている民家もかなり損壊して
いる⑥田や畑は、津波にさらわれ、泥の海と化している。現地は、映像や写真ではわからない、
ヘドロの臭いが蔓延しているが、5 日目にもなると新入社員たちも慣れたとのこと（写真①は前
期参加のタケダカンパニー武田社長撮影、それ以外は、辰の新入社員撮影）

＜新入社員の感想＞

「初日にセンターで受けた説明では簡単な作業
だと思えましたが、実際には大変な作業もあ
り、現地に到着して終了まで作業時間は 4 時
間くらいしかなく仕事が終わらないこともあ
りました。また映像ではわからなかった臭い
の問題にも気づかされました」

　　　　　　         　（王　捷）

「センターの仕事の割り振りでは、個人でボラ
ンティアに訪れている人たちが、積極的に手
を上げる姿に打たれました。また、実働 4 時
間という短い時間で、いかに効率的に仕事を
行うかが大事だと痛感しました。訪れたある
マンションの 9 階では、家具を解体してゴミ
集積場に運ぶ作業を行いましたが、段取りの
うまい人がいて勉強になりました」　

　　　　　（曽我　直喜）

「地元の茨城もやはり地震の被害を受け、自宅
の瓦も落ちたりしましたが、こちらの災害を
見て、津波の恐ろしさを実感しました。津波
は全ての物を持ち去り、また船やヘドロなど
の置き土産も半端ではないと、両方の災害の
違いを知ることができました」　　

　　　　（皆川　勝）

「自分たちは、会社としてボランティアに参加
しましたが、仕事を休んで個人で訪れている
人も大勢いて感心しました。被災地は悲惨で
すが、センターの隣の避難所の子供たちが笑
顔で遊んでいるのを見てほっとしました」

　　　（谷　健司）
 
  被災地に赴くことで、新入社員たちは大い
に勉強になったようです。このほかにも、連
休中に、個人的にボランティアに赴いた社員
もおりました。
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ZEN ホールディングス「東日本大震災へのボランティア活動実施」　4 月 25 日～ 5 月７日

『ITAMI　JYUN　1970-2011　伊丹潤の軌跡』
　　　　　　　　　　　株式会社クレオ（定価5,000円）発売中

　「今月の作品」でご紹介した、「Kintaflat」のオーナーのご親戚・建築
家の伊丹潤氏は、1968 年に伊丹潤建築研究所を設立し、現在は済州島
のプロジェクトを始め、韓国で大ブレークしている建築家です。
　アートから建築を発想するという独自の作風を持つ伊丹氏は、2005
年、フランス共和国芸術文化勲章　“シュヴァリエ” 受賞、2006 年金寿
根文化賞（韓国）、アジア文化・景観賞（国連人間住居計画 -UN-habitat 
- 主催）受賞、2008 年韓国建築文化大賞優秀賞、2010 年には、済州島
の一連の作品で、村野藤吾賞受賞しています。
　代表作の「PODO HOTEL」、3 つのミュージアムなど、済州島を訪れ
る方は、ゴルフだけでなく、ぜひ作品ツァーを観光の日程に組み込まれ
てみてはいかがでしょう。　http://www.junitami.com/


