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「中野の住宅」　　撮影：ナカサアンドパートナーズ

日常と非日常
　「よ く 遊 び、よ く 学 べ」“All work and no play makes Jack a dull 
boy.” 古今東西、「人は仕事だけの毎日では生きていけないよ」という教
えはいたるところに見られます。
　人間には休息、休日、休暇が必要です。しかし悲しいかな、遊んでば
かりはいられないのが現実であります。考えてみると、自然の中で、動
物と同じように暮らしていた人間が、農作物を作り、家を建てて、村を
形成し、手間をかけずにおなかを満たし、安全で便利な暮らしを求め続
けた結果が今の都市です。しかし、自然の移ろいを忘れて、パソコン漬
けの毎日を送る都市生活者の暮らしは、今や極端にバランスを欠いたも
のになってしまいました。

　今月は長年、会社経営されている方の別邸をご紹介します。自宅に隣
接する土地にもう 1 件、憩いの家を新築されました。「都会の別荘」です。
リゾート地には何度も訪れていらっしゃるそうですが、最近は移動の時
間や避暑地の雑踏も避けたいと、日常と非日常をすぐに切り替えられる
スペースを作られたのです。

　「田舎暮らし」の良さが語られ、「別荘」や「観光旅行」で人が癒され
るのは、都会の日常から離れ、非日常での自然との一体感が、心身をリ
フレッシュさせるからです。では、「自然」の何が、人の心身に影響する
のでしょうか。ある人は、自然のままの新鮮な食べ物がいいと言います。
ある人は、木々の緑色が目にいいと言います。ある人は、フィトンチッ
ド（phytoncide) という樹木から発散される化学物質が病んだ部分に作
用すると言います。

  そして、今月「Front Line」にお迎えした環境音楽家の小久保隆さんは、
自然の「音」が、乱れてしまった人の脳波や心臓の鼓動に影響すると考え、
さまざまな自然の音を録音して、それらで空間をデザインしています。
夜明けの鳥のさえずり、昼の水辺のせせらぎ、夕焼けの波の音、夜の森
の動物たちの声。それらはあえて聴かせようというものではなく、ただ
そこにあるもの、その音に包まれることで、本来あるべき生活のバラン
スの良さを取り戻していくというものです。

　小久保さんは、人間が実際に聞いているのと限りなく近い状態になる
録音機「サイバーフォニック」を持って、自然の音を録音し、それを基
にコンピュータで作曲します。
　自然界の「音」は人工音とは違い、一見不規則に見えて実は固有のリ
ズム、音の強度と周波数が反比例しているような「１／ｆのゆらぎ」を持っ
ているのだそうです。そのリズムは人間の体内、リラックスしていると
きの脳波にも潜んでいます。それらが共鳴し合って、人は、本来の自然
の姿を取り戻す、ということなのです。　

　突然の強風や雷、たたきつけるような大雨が、都会の日常を脅かすレ
ベルにまでなってしまう今日この頃ですが、それらの音がときに心地よ
く感じることがある、と言ってしまったら、不謹慎でしょうか。今年は
例年になく多いという天体ショーも、私たちに宇宙の神秘を垣間見せて
くれます。
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中野の住宅
隣地取得で自宅を拡張、オフタイムの充実を図る都心の別荘に

②コの字型のプランの１階中央に植裁とテラスを配置。２階への階段のサッシは、コーナーの小口を鉄板で包み込むなど、異素材同士の納まりに気を配っている③ゴルフシュミレー
ターのある広々としたプレイルームと手前のラウンジ。ルートロンによる入念な照明計画は、桑原氏の得意とするところ④バスルーム。ipod を差し込めば音が流れる音響システ
ムが設置されており、50 曲以上の環境音楽が初期収録されている⑤バスルームの前のラウンジには、桑原氏デザインの家具がおかれている⑥２階個室のデッキテラス

所在地：中野区　
別棟新築工事
構造：RC 造　
規模：地下１階、地上２階  
用途：専用住宅　
設計：桑原聡／桑原聡建築研究所
竣工：2011 年 6 月　　
施工担当：岩本、高沢　
撮影：ナカサアンドパートナーズ

⑦母屋東側から建物と新築部分を臨む。庭の植裁も変更⑧１階中央吹き抜けのリビングと西側の奥のダイニングルーム。照明、家具などインテリアを一新⑨１階浴室⑩リビング
から東側を臨む。２階個室はそれぞれ２部屋を一つにまとめて大きな個室にプラン変更。ピーエスも要所ごとに配備されている⑪かなりの数が貯蔵できるワインセラー

   15 年前に自分がご自宅の設計を手がけた建て主から、新たな空間の設計を頼まれた。
取得した隣地に都会の別荘を建てるということである。
　外塀は母屋の意匠を継承、連続してライムストーンのボーダー貼りの外観を堅持。建
物は、大きな中庭に豊かな植裁を配置し、周囲の景色は見えないように完全に閉じた空
間に森を作り出した。コの字型に庭を囲んだプランは、東側は 2 階への階段が伸び、
上り切ったところに個室が 2 つ連なる。２階真ん中には庭が望めるラウンジ、西側に
はバスルームを配置した。1 階は庭のテラス、中央ラウンジ、そして西側の広々とした
プレイルームで構成されている。
　母屋は、お子様が独立された機会に、吹き抜けをはさみ、それぞれ元 2 つあった部
屋の仕切りをとることで、１つの大きな部屋にし、プライベートの充実を図っている。
1 階の共有部分はそのまま活かし、15 年経っているので、設備など検討、更新し、照明、
家具の入れ替えなどインテリアも一新している。
　都会に「終の棲家」を持った場合、新たな田舎の別荘を購入する方法もあるが、自宅
を拡張しながら、住まいを充実させていく方法もある。余裕のある場合に限るのだが、
街としても相続で細切れになっていくよりは望ましいことだろう。      ( 桑原 聡氏　談）

母屋改修工事
構造：RC 造　
規模：地上２階  
用途：専用住宅　
設計：桑原聡／桑原聡建築研究所
竣工：2011 年 10 月　　
施工担当：岩本、谷　
撮影：ナカサアンドパートナーズ

①新築された別棟
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　昨年の東日本大震災以来、すっかりお馴染みになってしまった、「ヴイン、
ヴィン、ヴィン」という携帯電話の緊急地震速報の音。今月はこの音を制作
された、環境音楽家の小久保隆さんにお話を伺います。
　
　小久保さんの仕事は実に多岐にわたる。代表的なものに「六本木ヒルズのアリーナ」
の環境音楽や、「クィーンズスクエア横浜」モール内の音環境デザイン・時報音楽、そ
して渋谷駅前「ハチ公ファミリー」の時報音楽など。また、Docomo のメロディコー
ルの初期楽曲（12 カ月分）やケータイクレジットの「iD」のサイン音など、日頃多く
の人が知らず知らずのうちに耳にしているものも多い。自然の音を元にした音環境デザ
イナーの第一人者である。

―大学在学中から音楽活動をされていたのですね。
小久保：当時シンセサイザーがブームになり始めていて、「これからは電子
工学だ」と電気通信大学に入りましたが、半分プロで音楽の仕事を始め、在
学中に「デジタルバッハ」というシンセサイザーを使ったレコードアルバム
をコロンビアから出し、自然にこの道に進むとことなりましたね。
当時は、シンセサイザーの演奏をするミュージシャンもまだ少なく、小久保さんはツト
ム・ヤマシタ氏や坂本龍一氏など一流のアーティストと音楽活動を行う。

小久保：1980 年代は YMO などのテクノポップが流行っていて、当然そう
いう音楽を求められ、次から次へと仕事が来ました。まだまだパソコンで音
楽を作れる時代ではなく、プロとして第一線を走るために 1 台 1500 万円も
する「コンピュータミュージカルインストルメント（CMI)」を購入し、仕
事をしていました。楽器の中で自分の出した音を、まるで油絵のように足し
算で作れる機械です。油絵は、最初に塗った色が気に入らなければ、白を塗っ
てとか、インタラクティブに作っていくものでしょう。ところが自分の喜ぶ
音を作っていくと、引き算でどんどんシンプルに、クワイエット（静か）な
方向に進んでいくのです。依頼される音楽は楽しいから作っていくけれども、

「本当の自分はどうなんだろう」と音楽で自分探しをしている状態でした。

ーそれが、自然の音を使うようになったのはどういうきっかけからですか。
小久保：1980 年代の終わり頃でしょうか。元から録音のマニアではあった
のですが、自然の音を録ること、その場所にいることが作曲のきっかけになっ
たことがありました。鳥が鳴いている森の中、白波の立つ水辺、それらがコ

「音との付き合いも
クールダウンの時間が必要です」

Listen から Atmosphere へ 小久保　隆／環境音楽家・音環境デザイナー

撮影：田中　昌 小久保　隆　氏　／スタジオ・イオン

「クワイエット・コンフォート /Quiet 
Comfort」小久保　隆　(CD2 枚組）
小久保隆 20 年の集大成。小作品と大作、
そして大自然の環境音という小久保隆の
世界がバランスよく収められており、そ
の幅広い活動のインデックス的な作品に
なっている。\2,800（税込）
オンライショップからも購入可能
http://www.studio-ion.com/

小久保　隆
1956 年　東京生まれ
1980 年　電気通信大学電気通信学部卒業　同大学院中退
1986 年　株式会社スタジオ・イオン設立　代表取締役
都市、オフィス、ミュージアムなどのパブリックスペースを音で環境デザインする
傍ら、プライベート空間にも癒しの音楽を提供。99 年には、独自のレーベル「イ
オンレーベル」を立ち上げ、現在まで 23 タイトルをリリース、2009 年には世界
各国の自然音を収録した「地球の詩」シリーズ 10 タイトルが完結、収録に訪れた
国は 40 ヶ国を超える。　

山梨県北杜市武
川のスタジオ内
で制作作業中の
小久保氏

Takashi
Kokubo

ンピュータの中で自分が作る音の世界と同じなのだと感じたんですね。も
ちろん自分は音楽家ですが、自分のつくる価値観としては同じなのだから、
作曲する側から積極的に自然の音を取り入れていってもいいのだと気がつ
きました。

  もう一つは息子が小児喘息で苦しんでいたことです。「もっと空気の良
い所にいかなくては」と考え始めました。僕自身も池袋にスタジオがあっ
たのですが、ハードスケジュールが続いて、そんなやり方と自分の持って
いる音楽性の違いを感じていました。「せっかく望まれて仕事があるから
断れない、これは自分のライフスタイルとして示さないと駄目だ」と、音
楽の制作拠点を山梨県北杜市の武川のログハウスに移しました。当時「マ
ルチハビテーション」という言葉が生まれていたのですが、都会と田舎を
行ったり来たりすることで理解してもらうことにしたんですね。
―今、そのようなライフスタイルを求める人は多いですが、まさに先駆け
ですね。
小久保：僕は、東京生まれの東京育ち。東京から逃げるわけにはいかない。
100％の田舎暮らしではなく、都会と田舎の両方に住むことで都会を見直
す、田舎暮らしの良さを感じながら、都会の生活をどう良くしていくか、
をいつも考えるようになりました。

―原発や自然災害の問題で、社会全体が不安を抱えている今、音楽が生活
に与える影響はますます大きくなっているように感じます。
小久保：コンピュータのおかげで、生産性は飛躍的に上がったけれども、
人間の脳はその分無理していて、バランスがとれなくなっています。もっ
と仕事の時間を短くして、1 日の中でうまく緩急をつけるといい。エクサ
サイズでもクールダウンは必要です。それには、今までのオーディオのよ
うに、高級オーディオで積極的に聴く「listen」、つまりあえて聞き耳を
たてる聴き方でなく、空気のように音がある状態、何気なく我々が聞いて
いる状態が結構大事なんです。僕が提案しているのは、建物の中で音に包
まれる「atomosphere」としての音楽。それはとんでもなくお金を使う
必要はありません。簡単なシステムで自然の音に包まれる、その空間が、
また新しく価値を持ち、ストレスフリーの役目を果たすというものです。
音や照明が、予め建築と一体になっている設計がいいですね。パソコンの
中でも音と映像が一緒になった、リラックスできる仕組みを構想中です。
―本日は、どうもありがとうございました。
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編集後記

・昼休み、ちょっとした休憩に小久保さんの CD を聴いてみると、とても心が落ち着きます。夜なかなか眠れない、という方にもお薦めです。

「（仮称）駒沢公園テラス　新築工事」
　　地鎮祭   　　　2012年５月12日

構造：RC 造 
規模：地上 3 階　
用途：長屋・共同住宅
プロデュース：アーキネット
設計：千葉学建築計画事務所
完成予定：2013 年４月

　駒沢公園近くに、 1７世帯のコーポラティ
ブハウスが建ちあがります。

「D520 蔵　新築工事」
　地鎮祭  　　 2012年5月17日

構造：RC 造
規模：地上 2 階
用途：専用住宅
設計：辰一級建築士事務所
完成予定：2012 年 12 月

　海外の友人を招待するため、日本の昔な
がらの蔵をイメージした住宅が建ちます。

　

若手研修「金物製作工場訪問」　5 月 19 日　

①工場の前からは迫力あるスカイツリーが見えまし
た。この後、オープン間近のスカイツリーの見学も
あり参加者全員の笑顔が印象的でした。

「TN邸　新築工事」
　　地鎮祭　　2012年6月3日

②工場内作業所風景 ③溶接方法の説明をする浜田製作所社長

④製作図を見ながら説明を受ける若手社員 ⑤アルゴン溶接の実演

①

② ③

④ ⑤

構造：RC 造
規模：地上 3 階
用途：専用住宅
設計：安藤毅／エアスケープ建築設計事務所
完成予定：2012 年 12 月

 １階に吹抜けのギャラリーのある、特殊
型枠仕様の外壁の 2 世帯住宅です。

　さる、5 月 19 日土曜日、弊社現場監督の若手を中心に工場見学会を
開催しました。
  今回は東京スカイツリー近くにある、いつも金物製作でお世話になっ
ている浜田製作所を訪れました。当日は、スカイツリーのオープンフェ
スティバルと重なり、天候にも恵まれたせいか、街は多くの人で賑わっ
ていました。
　工場内では、弊社施工中の物件、「百人町の家」の手摺を加工中でした。
浜田社長みずから、材料や溶接方法についてご説明いただきましたが、
現場ではなかなか見る事の出来ないいろいろな溶接方法を用いていま
した。
　溶接方法は主に３種類あり、よく現場で用いている工法はアーク溶
接といい、溶接棒を溶かし付ける方法です。他に半自動溶接、アルゴ

ン溶接等があり、中でもアルゴン溶接はすぐれもので、母材同士を溶か
して付ける方法です。タングステン電極の周りから保護ガス（アルゴン
ガス）を放出し、 大気から溶融金属を遮断し溶接を行います。電極が細
く、非常に精密な溶接を行うことが可能です。棒溶接では溶接出来ない
金属も溶接することが可能でステンレス製品の重要部分、アルミの溶接
方法として多用されます。内装工事が進み、現場で火花が出せない状況
の際に便利です。
  ほかにも現場では見られない、金物を切断するためのバンドソー、金
物に穴を開けるためのボード盤等、作業工程、道具をいろいろと見せて
いただき、大変有意義な勉強の機会となりました。
　改めて浜田作業所様のご協力に感謝申し上げます。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告・綿貫孝弘）


