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「百人町の家」　　撮影：アック東京 ( 昼景）　岡本欣士（夜景） 

家族
　写真は新宿区百人町の、間口 7m x 奥行き 8m の狭小敷地に
建った、建築家の自宅です。
　区内で奥様の実家に同居されていた建て主は、お子様の成長
もあり、独立しようと家探しを開始されました。共働きなので、
なるべく親の家には近いほうがいい―しかし、都心のマンショ
ンとなると、新築はかなりの金額、中古マンションのリノベー
ションも思ったよりコストがかかるもの。小さな土地に小さな
家を建てることも視野に入れはじめたそんなある日、朝のジョ
ギングで建て主は近所に小さな売地を見つけます。
　調べると、戦後に復興住宅としての長屋が建ち、その後民間
に区画分譲された住宅地。1990 年代には不燃化促進事業で等価
交換により周囲の分譲マンションへの移転が促進され、歯抜け
になった土地が新たにポケットパークや街路として整備され、
子供たちの遊び場、高齢者の休憩場所として機能しています。
復興長屋で子供時代を過ごした方が現在も多く住んでおり、そ
のためか、路地を挟んだバルコニー越しの会話や井戸端会議が
見られたりと昔ながらのコミュニティが残っています。周囲に
は病院や学校、都営住宅が建つ大きな街区に囲まれていて通過
交通もなく、静かな環境。 愛着の持てそうな街であり、都心とし
ては子育てに申し分ない環境と考えた建て主は、自分の設計で
一戸建てを建てることにしました。設計者としての工夫がいろ
いろなところに見られる、小さいながらもゆったりとした空間
を内包する住宅が、完成しました。

　昨年の震災以来、「家族の時間を大切にする」、「廻りの人々と
のコミュニケーションを大事にする」重要性が大きく見直され
ています。これまではプライバシーを尊重するあまり、他人と
はかかわらない、必要以上にコミュニケーションを取らない、
という風潮が蔓延していたかもしれません。

　特に子供の「いじめ」の問題が各地で顕在化し、学校への信
頼がゆらいでいます。子供たちの教育環境に不安を覚える親は
少なくありません。何とか被害者にならないようにと願います。
国も具体的な対策を採り始めました。これまでは「いじめられ
る側にも問題がある」などと済ませていたこともありました。
しかし、加害者は「いじめを傍観したもの」にも深い心の傷を
負わせます。「いじめる」子供には、親、家庭に問題があるよう
に思われます。そんな家庭に、誰もしたくはありません。
　わが子が被害者にも加害者にもならないために、多くの識者
が「最後は『家族は絶対に子供の味方だ』ということを忘れさ
せないことが大事だ」と述べています。
　家族は長い年月をかけて努力しながら、その関係を培ってい
くものです。複数の家族が新たな家族となり、また分散する。
ときには血がつながっていなくても、家族同様の存在の人もい
ます。関係をつくるのに苦労すれば、その甲斐があるというもの。
　誰にも、どんなときにも自分を支えてくれる、そんな存在が
一人は必要です。
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百人町の家
ひとつながりの空間に多様な場所をちりばめ、
快適な子育てを実現する、建築家の自邸

所在地：新宿区　構造：RC 造　規模：地上３階 
用途：専用住宅　設計：岡本欣士　
竣工：2012 年 6 月　施工担当：岩本、堤
撮影：①②④~⑨⑪アック東京　③岡本氏　⑩⑫編集部

①

　自邸を建てるにあたり、「狭小敷地の 3 階建て」という限られた面積のな
かであっても、できるだけおおらかな空間にしたいと思った。 家族の気配が
常に感じられるように、部屋を仕切らずに建物全体を「ひとつながりの空間」
とすることをめざし、吹き抜けや階段を用いて各階を積極的につなげている。
　住まいの中心は 2 階のワンルームの LDK。キッチンはＬＤの「かなめ」と
なるよう意識した。子供が小さいうちは親は子供から目を離せないし、調理
や皿洗いの時間も貴重なコミュニケーションの時間であると考え、ＬＤの一部
のような開かれたキッチンとした。使いこなされた楽しげなキッチンはイン
テリアとしても、住宅が活き活きとした空間に育っていくための大事な要素
と考えている。
　垂直方向では、3 階の廊下状のライブラリーや洗面所、テラスがリビング
の天井髙 4ｍの吹き抜けを介してつながっている。斜め天井のライブラリー
は、２階と絶妙な距離を保った 1 人になれる落ち着いた屋根裏部屋のような
場所として子供の勉強の場や仕事の場となるだろう。
　その先の洗面所はモザイクタイル貼りとして、水回りという場の性格を強

めた。設計当初は、モルタル仕上げで考えていた浴室に
も、結局、汚れや掃除の手間と浴室らしさを考え白いシ
ンプルなタイルを貼った。
　斜線制限等から階高を押さえる必要があったが、意識
的に天井の低い「縮んだ場所」と気積の大きな「ふくら
んだ場所」をつくり「ひとつながりの空間」に多様な場
を作ることを心がけた。「縮んだ場所」は、その先の「ふ
くらんだ場所」につながったり、見えたりすることで狭
さや窮屈さよりむしろ、落ち着ける穴倉から外界を臨む
ような居心地の良さを味わえる場所として考えた。
　例えば１階の玄関土間は、天井高 1930mm とかなり
低いが、一段下がった洗面所や吹き抜け・大きな窓が見
えていたり、階段越しに視線が３階まで抜けている。3 
階のライブラリーは、廊下状で北側斜線の影響で天井が
かなり低い部分もあるが、大きな吹き抜けに面し、空を
感じられるハイサイドライトが設けられている。
　また、いろんな場所がみえたり、見られたりと視線が
別の場所に届くことや、1 ,2 階では回遊できる動線を
作り、行き止まりをなくすことで、全体に広がりが感じ
られるよう工夫している。
　 防火地域のため、ＲＣ造を選択しており、住宅の仕上
げは大きな骨格であるＲＣ打ち放しの表情がベースとな
る。打ち放しは、一般的にクールな表現と相性がよいが、
ここではカジュアルな住宅をめざし、吹き抜けに R の
ラインを用いて、ＲＣのシャープさに対しやわらかさを
組み合わせたり、ラワン合板仕上げの壁や栗の端材を寄
せ集めた無垢のフローリングの床といった素朴な木の質
感を持ち込んでいる。木質の壁や床の仕上げは、自然系
の木材保護塗料を家族や友人達と DIY で塗装した。

                　　　　　（岡本　欣士氏　談）
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①2 階リビングを臨む。階段や吹き抜けに
より１ ,３階とのつながりが感じられる。
３階へ上がる階段下は収納として利用し、
壁には壁掛けテレビが付けられ、収納側に
コード類、機器類が収納される②ステンレ
ス天板の造作キッチンは、家族で料理もで
きるオープンなタイプ。３階の廊下状のラ
イブラリーがＬＤから見える③３階廊下状
のライブラリー④3 階の洗面所の壁はガラ

⑨

③ ④

⑪

スモザイクタイル貼り。奥が浴室、右側がテラスへの出入口⑤使いでのあるスクエアなテラス。軒下に物干しスペー
スを確保。取材時はお子様のプールが置かれていた⑥リビングからダイニング（道路側）を臨む。ダイニングは、朝
日の入る窓辺に位置する⑦１階寝室側から洗面台を臨む。Ｒ状の吹き抜けが窓から入った光を奥まで届ける⑧1 階寝
室。夏の暑い日でも比較的涼しく静か。将来的に間仕切りを追加し２個室としての利用も想定⑨1 階玄関土間。土間
右側にコンクリートベンチ、一段下がった奥の洗面所ではカウンターとなる⑩キッチンの天井に直接とりつけたグラ
スハンガー⑪天井に打ちこんだインサートを利用し、子供のハンモックやブランコをかける予定
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　今月は、現在弊社で本社社屋新築工事を施工中の、「株式会社マークスア
ンドウェブ」の代表取締役社長、松山剛己氏にご登場いただきます。

 2007 年、創業 100 周年を迎えた松山油脂㈱の 5 代目社長、松山剛己氏が、2000 年
新たに作られたブランド「MARKS&WEB」はボタニカルスキンケア商品を中心として
いる。ハーブなどの自然の草花から抽出されたエッセンス（精油）をブレンドして、そ
の作用を生かしたもので、安全性が高く、環境に負荷を与えない、もともとヨーロッパ
の人々の知恵が生み出したもの。さまざまな香りや作用を目的、好みに応じてブレンド
した商品は、品質のよさ、シンプルなデザインで、毎日惜しみなく使える価格とあって、
自分らしさにこだわる女性に人気が高まっている。渋谷に新しく出来た「渋谷ヒカリエ
SinQs ショップ」を始め、北海道から九州まで、現在 66 の直営店を数える。

－最初に「MARKS&WEB」を立ち上げられたきっかけを教えてください。
松山：大学卒業後、広告代理店、そして商社に勤め、いずれも新規事業開発
などを手がけてきましたが、1994 年家業に戻りました。大手化粧品メーカー
の下請けとしてモノづくりを続けてきたメーカーでしたが、下請けから自社
ブランドも持つ体制に移行しようという時期で、「安全性」「環境性」「有用性」
を考え、『無添加』というキーワードでせっけんづくりを進めていったのです。
　しかし「無添加＝余計なものを入れない」商品開発としては窮屈な状態が
1995 年から 5 年間続き、「あれも入れちゃいけない」「これも入れちゃいけ
ない」と、モノづくりをする社員の意欲がだんだん落ちてきてしまったので
すね。そこで彼らの意向も踏まえながら、「有用なものなら全部入れていこう。
ただし天然植物由来のものに限定していこう」と引き算のモノづくりから足
し算のモノづくりに転換したのが、この「MARKS ＆ WEB」です。松山油
脂では 4 代も 5 代も続いているから、流通経路なども踏まえ、どうしても
自由にモノづくりできない部分もあります。新会社の「MARKS&WEB」では ,
直営店方式を採用し、新しい販売展開を行っています。

－社名の由来はどういう意味ですか？
松山：MARKS とは「お気に入り」、WEB は「蜘蛛の巣」という英語ですが、「自
分らしい生活を楽しみたい」という方のために、毎日使える良質な商品を提
案し、出会ったお客様がその良さをまた別のご友人に勧めてくださる、とい
うように、自然派生的に商品価値が広まっていくという願いを込めました。
ですから、店頭においてもオンラインにおいても「これがおススメ」という

「自分らしく生活を楽しみたい
お客様の立場になって考えます」

引き算から足し算へのモノづくりへ 松山　剛己／㈱マークスアンドウェブ代表取締役社長

撮影：アック東京 松山　剛己　氏　／西麻布のヘッドオフィスにて

松山　剛己（まつやま　つよし）
慶應義塾大学経済学部卒業
1986 年　　株式会社博報堂入社
1990 年　　三菱商事株式会社入社
1994 年　　松山油脂合名会社 ( 現松山油脂株式会社 ) 入社
2000 年　　同社 代表取締役社長に就任
2000 年　　株式会社マークスアンドウェブ設立 代表取締役社長に就任
株式会社マークスアンドウェブ http://www.marksandweb.com 

　研修中の新入社員も加わ
り、西麻布のヘッドオフィ
スにて記念撮影。スタッフ
一人ひとりへのやさしい心
配りが言葉の端々に感じら
れる松山社長

Tsuyoshi
Matsuyama

プッシュセールスは行わず、お客様がじっくり選んでくださるよう、どち
らかというと受身の販売方法を行っています。「セミセルフ」といいますが、
お客様本人が判断する知識・経験がおありになるという前提で、スタッフ
は商品を選ぶお手伝いをするという立場なのです。いい商品を作っている
というこだわりは、ともすれば自分たちの趣味を強調することになりがち
ですが、ただ、雑談をして帰るお客様もいらっしゃるくらい、居心地のい
い空間を目指しています。

－昨年の東日本大震災では、すぐに現地へ支援物資をお届けになったと
伺っています。
松山：昨年 3 月中旬から 1 ヶ月の売り上げの３％、約 735 万円を社員の
つながりのある被災された地域の、たとえば以前勤めていた会社、大学な
ど接点のある組織に届けました。社員の 99% は女性。当時は「こんな時
期に店に立って販売行為をしていていいのだろうか」という彼女たちの気
持ちがあって、自分たちの仕事が被災地の人に少しでも助けになるように
と支援を決め、それで社員はまた前向きな気持ちになれたのです。
－すばらしいスタッフ、またそんな社員の気持ちを大切にする、松山社長
の経営方針がそこには反映されていますね。
松山：商品が好きで、会社が好きで、お客様のために何かして差し上げた
いという気持ちが出来ていないと、1 時間いくらという経済観念だけでは
お客様と本当に向き合えません。スタッフの心の余裕が無ければ、よい提
案もできませんから。彼女たちが笑顔で自然体で仕事ができるようにする
ことが、我々本社の人間、経営者の務めですね。

－さて今回施工する本社の建物に対する社長の思いはどんなものですか？
松山：私は自然と建物が一体となった空間が好きなんです。自宅も木で覆
われていますし、四国の亀老山展望台（設計：隈研吾）みたいに自然に隠
れているくらいのものがいい。構造物が主張しない、でも光や風、シンボ
ルツリーが見えるようなものです。「MARKS&WEB」という会社に対して
お客様が持っているイメージを大事にして、スタッフもがっかりしない建
物を建てていただきたい、と思っています。
－植栽も重要な要素になってきますね。洞爺湖サミットでクリーンエネル
ギー導入先進企業として紹介された、早くからエコロジーに関心のある企
業でいらっしゃいましたね。本日は、どうもありがとうございました。

　シンプルなデザインの容器。無香料タイプも用意されて
いる。天然の精油でも妊婦や子供、そのときの体調により
強い場合もあり、テスターでお客様自身が確認して選べる
ようになっている。ガラス容器は回収し、再利用している。



「月島ホームズエントランス改修工事」に先立ち
住吉神社例大祭にいってきました　　８月 5 日

　このたび、弊社は中央区月島のリバーサイド分譲マンション「月島ホームズ」のエント
ランス改修工事を受注いたしました。月島ホームズは、昭和 59 年 8 月竣工、SRC 造、
地上 13 階建て、総戸数 216 戸で、4 階には大型空中庭園も擁するマンションです。

　佃島は、江戸時代に隅田川下流の分岐点に埋立地として作られ、その後、北側にあった
石川島と地続きになり、明治以降、重工業の拠点となりました。その後、工場撤退ととも
に一時過疎化が進みましたが、最近では、大川端リバーシティに代表される再開発により
快適な都市生活環境が整い、もんじゃ焼きで有名な下町情緒も受けて、人口の流入が増加
しています。
　また、「月島ホームズ」に隣接する倉庫街には、古い倉庫をリノベーションし、現代アー
トギャラリーやレンタルスペース、レストランなどに利用されるなど、若い世代に向けた
まちづくりも見られます。

　毎年、8 月 6 日、7 日には、住吉神社の祭が行なわれ、3 年に１度は、大祭として、そ
の前後の土日を使った 4 日間祭が行なわれます。本宮の八角神輿は天保９年（1839）に
作られたもので、170 年を過ぎて老朽化が進んだため、新しく作ることになりました。
しかし、昨年は震災の影響により宮神輿巡幸 ( 本祭 ) が延期になり、今年がそのお披露目
の年となりました。取材中は、街のあちこちで、「八角」「八角」と話をする人たちの声が
聞かれ、町の人々の祭への熱い思いを感じます。
　祭では、黒木鳥居が立てられると島が全て境内ということになり、「住吉大神」と書か
れた６本の大幟が立てられ、龍虎の獅子頭、黒駒の獅子頭 ( 共に中央区区民有形民俗文化
財 ) も飾られます。幟を支える抱木・柱は、祭が終わると佃小橋の川の底に埋められ、ま
た大祭の年に掘り出されるのです。こうして大切な木を保存してきた、先人たちの知恵を
垣間見ることができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集部）
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編集後記

・「沼袋の住宅」（設計：谷尻誠 /SUPPOSE DESIGN OFFICE) が『新建築　2012 年 8 月号』「集合住宅特集」に掲載されています。ぜひ、御覧ください。
・8 月 13 日（月）から 16 日（木）まで、夏季一斉休業とさせていただきます。暑さ厳しき折、皆様ご自愛ください。

TOPICS/INFORMATION

　「M 邸新築工事」　地鎮祭　　7 月 14 日

構造：S 造 
規模：地上４階　
用途：住宅・物販店舗
設計：金 栄宇／ナカノアトリエ
完成：2012 年 12 月完成予定

1,２階が店舗、3,4 階が建て主の
自邸、の店舗併用住宅です。　

①

②

③ ④

⑥

⑦ ⑧

⑤

①「月島ホームズ」全景②建物裏側の隅田川の風景。遠くに勝鬨橋が見える③佃島の親水公園。葦の茂る川には、木船がつながれその向こうの佃小橋の脇に住吉大神の幟が見
える。背後にリバーシティの高層ビルがそびえる④20 数 m の高さの大幟。支える抱木が歴史を感じさせる⑤倉庫街のスペイン・レストラン⑥八角神輿は住吉講の講員しか
担げない。揃衣は世話人、大若衆、若衆それぞれにデザインが異なり、例大祭ごとに新調される⑦住吉神社の黒木鳥居。皮を剥いでいるので「黒木」でも白色。この臨時仮
設の鳥居によって島全体が境内となる⑧住民は、自宅の前でホースやバケツに水を溜め、神輿を担ぐ人たちに水をかけて暑さと労をねぎらう

　「市川市新田 PJ 新築工事」　地鎮祭　8 月 3 日

構造：RC 造 
規模：地上 5 階　
用途：店舗・共同住宅
設計：鈴木孝紀建築設計事務所
完成：2013 年 3 月完成予定

住まわれている土地に建てる、1
階店舗、2,3 階共同住宅、4,5
階自邸の店舗併用住宅です。


