Part.3

楽しめる家、建ちますか？

Q uestion. 子育ても家事も

扉を開けると！

家族の様子を見ながら家事ができ
るオープンな LDK。リビングに
は長いパソコンカウンターを設置。
足元の窓が開放感を演出している

Answer

建築家・中名太郎さん

賃貸住宅の使いづらさが
家事ラク収納のヒントに

各部屋に収納があり、あちこちに

「以前住んでいた賃貸マンションは

取りに行くのが面倒でした。次に

住んだ賃貸の一戸建ては 階の寝

トがあったのですが、 階と 階

室に大きなウオークインクロゼッ

2

トがある。パジャマのまま 階の

めた大きなウオークインクロゼッ

一角には、家族の衣類をすべて収

コートハウス。水回りをまとめた

関ホール、水回りで中庭を囲んだ

納プランだ。この家はLDK、玄

まれたのが、N邸のユニークな収

り不便で…」（妻）という経験から生

を行ったり来たりするのはやっぱ

1

を 階に取りに行ったりする手間

洗顔もここで完了。子どもの洋服

寝室から下りてくると、着替えも

2

貫ける つの動線を用意。バック

ズクロゼットとパントリーを通り

段のあるホール側からと、シュー

キッチンには、玄関を入って階

した中名太郎さん。

配置と動線が大事」と、設計を担当

族の生活リズムに合わせた収納の

1

設計／中名太郎
長男 4 歳
妻 28 歳
家族構成／夫 27 歳
N さんの家
滋賀県

2

もなく、
ほぼ 階で生活できる。
「家

2

とことん動線に無駄がない。

背面に大きな収納も備えており、

ッチンはテーブル一体型スタイル。

い物のときなども便利そうだ。キ

掛けておけるクロークもあり、買

ン側に入ると上着やバッグなどを

ヤードにも出られるほか、キッチ

2

LDKと水回りの
収納＆動線が見事！

中庭を囲むように LDK、玄関ホール、水回
りを配置。家事の中心となるキッチンと水回り
に収納を充実させ、かつ動線上に収納を配し
て動きをスムーズにしました。各スペースは中
庭に対してオープン。中庭はプライバシーが
守られているので、子どもをのびのび遊ばせら
れ、キッチンから見守ることもできます。

使いやすいマメマメ収納

CASE 1

中庭をコの字型に囲む
コートハウスで解決

062

MAR/APR.2013 SUMAI no SEKKEI

天井まで使えるダイニング一体型
キッチンの背面収納。美しい空間
にポールセンのペンダントやカラ
フルなシェルチェアが映える
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POINT

01

Nさんちの
家事ラクPOINT
徹底解剖
生活の中心であるLDKと水回りに
収納を充実させたN 邸。しかも、
家事動線と収納を組み合わせているため、
無駄な動きがなく
スムーズに家事が行える。

POINT

02
この家の象徴である
玄関ホールのイナズマ階段
玄関を入ると中庭の手前に見える “イナ
ズマ階段” は、N 邸のシンボル。LDK か
らも中庭からも 2階からも眺めることが
でき、空間に一体感をもたらしている

POINT

03
隣地

駐車場

03

03

バックヤード

03

シューズ
パントリー クロゼット

玄関

クローク

K

01

9m道路

04 ウオークイン
クロゼット

03

洗面

02
隣地

04

05

脱衣室

D

04

04

中庭
浴室
L

収納

収納

06

06

前庭

玄関からキッチンへと続く
収納兼裏動線を確保

1F

9m 道路
2階の寝室や子ども室には収納を設けず、衣類はすべて 1階の
洗面室近くに設けたウオークインクロゼットに。収納を兼ねる
玄関からキッチンへの裏動線も便利だ。リビングにはテレビ回
りの機器やおもちゃの専用収納室が設けられている
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玄関には中庭に臨むホールへの主動線のほかに、シューズ
クロゼットとパントリーを通ってキッチンへ至る裏動線を
確保。パントリーからはそのまま駐車場奥の裏庭に出られ
るほか、キッチン側に入ったところにはコートなどをサッ
と掛けられる家族用クローク（上左）も設けられている

Part.3

POINT

クロゼット、洗面、脱衣、
中庭をつなげて洗濯も楽々

04

大きなウオークインクロゼットと水回り
をつなげ、
「洗面所はお客さまも使うか
ら」
（妻）と、洗面室と脱衣室を分けて配
置。洗濯機と下洗い用シンクを備えた脱
衣室から、そのまま中庭に出て洗濯物を
干せる。シーツを気持ちよく干せる物干
しロープ（右から 2番目）も装備
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POINT

05

立体感のあるタイルを
空間のアクセントに

テーブルと一体化した
キッチンは背面収納も充実

アイランド型キッチンの手元を隠す腰壁
に、立体感のあるタイルを使用。玄関ホー
ルから LDK に向かうと、まずこのイン
パクトのあるタイルに目を奪われる。光
の反射により豊かな表情を生み出すタイ
ルは、モダンでスタイリッシュな雰囲気
を演出し、
空間のアクセントになっている

リビングや中庭を眺めながら料理ができ
るキッチンは、壁側にコンロと大きな収
納を配置。炊飯器やゴミ箱などは扉で隠
しつつ、使うときは手前に引き出せる。
存在感のある電子レンジをカウンター下
に配して見えなくしているのもポイント

やコンセントもすべてこの中に隠

オなどの専用ルームで、コード類

分はDVDやゲーム機、オーディ

裏に設けられた収納スペース。半

秘密は、夫の要望によりテレビの

が実にスッキリしていることだ。

ゴチャゴチャしがちなテレビ周辺

アで購入したもので、妻の要望で

洗面のミラーキャビネットはイケ

モザイクタイルも妻のチョイス。

しゃれな雰囲気を演出。洗面室の

色ではなく形状で変化を与え、お

めだ。キッチンの腰壁のタイルは、

どをアクセント的に用いているた

加えて、個性的なタイルや家具な

ても美しいのは、充実した収納に

07

065

1階に家族全員の衣類をしまえる大きなクロゼットを設け
たため、2階にはほとんど収納スペースがないのが特徴。階
段脇に設けた納戸
（右）には、あまり出し入れしない季節用
品をしまっている。廊下に造り付けた棚（左）は、プライ
ベートな空間なので扉はなし。家族みんなで自由に使える
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POINT

バルコニー

されている。テレビの下の小さい

底板にティッシュを 枚ずつ取り

プラレールを思いっきり広げて遊

扉部分には、キネクトという動き

出す穴が設けられるなど、そこか

空間を美しく保ちつつ
楽しむアイデアも満載

や音声で楽しむ体感型ゲーム機が

しこに生活を楽しむNさん夫妻の

白を基調としたN邸がどこを見

収納されている。テレビ裏のもう

アイデアとセンスが光っている。

子ども室

POINT

生活の中心が1階なので、
2 階の収納は最小限

07

納戸

デッキ

んでも、サッと片付けられる。

半分には子どものおもちゃをはじ

N邸のリビングで印象的なのは、

め、習い事の道具や薬などを収納。

1

和室

テレビの裏にオーディオと
おもちゃをしまう収納を確保
テレビを設置した壁の裏側が収納になっており、右側にはゲ
ーム機、オーディオ、パソコン関連機器など、左側にはおも
ちゃや絵本などをサッとしまえるようになっている

戸締まりを気にせず、気軽に
外で遊ぶことができます
1

3
4

3. リビングは天井までのサッシを用いること
で、中庭との一体感を演出。裏庭に面した北
側の天井をやや低くしたため、中庭側の開放
感が強調されている。お気に入りのソファは
「アジム」というブランドの製品 4. キネク
トという体感型ゲーム機で遊んでいるとこ
ろ。一室空間なので、家族みんなで楽しめる
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Part.3

2
1. ルーバーでプライバシーを確保しつつ、光や風を取り込む中庭。
三輪車にプール遊び、バーベキューと用途もいろいろ 2. 各室が
中庭に向かって開いているので、子どもがひとりで遊んでいても
安心。2階のバルコニーには布団をゆったりと干せる
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Nさんの
家づくりカレンダー

夫の転職により、2009 年に夫の実
家のある滋賀県に引っ越し。長男
が小学校に上がるまでには、家を
建てようと考えていた。
2010年9月

家づくりを考え始める

夫の両親が転勤になったために
使っていなかった家を N さん
が建て替えることに。
2010年10月

建築家との出会い

地元の工務店主催のイベント
で、建築家の中名太郎さんと知
り合い、建て替えを相談する。

Architect's Profile

中名太郎

1971年奈良県生まれ、京都
育ち。'94 年近畿大学理工学
部建築学科卒業。設計事務
所 数 社を経て、2006 年＋ 0
atelier（プラスゼロアトリエ）
を設立

6
5. ボリュームの異なる箱を組み合
わせた形がユニークな南側外観。
外に対して窓が少ないのが特徴
6. 既存の生け垣を生かし、ルーバ
ーでプライバシーを確保した西側

5

2010年12月

ファーストプラン

夫妻の要望を聞いた中名さんは、3
つのプランを提案。これを見て夫
は、改めて「中名さんに依頼して
よかった」と実感したという。この
ときの 3 つのうちの 1 つが、ほぼ
現在のプラン。
2011年5月

設計契約

2011年8月

図面完成

2011年10月

着工

2012年4月

完成・引き渡し

段差が緩やかで踏み面も広いイナズ
マ階段は、
腰掛けるのにもぴったり。
楽しい雰囲気を演出している

Data
敷地面積／ 184.57㎡
（55.93 坪）
延床面積／ 123.95㎡
（37.56 坪）
1階／ 76.63㎡
（23.22 坪）
2 階／ 47.32㎡
（14.34 坪）
用途地域／第 1種低層住居専用地域
建ぺい率／ 60％
容積率／ 100％
構造／木造軸組工法
本体工事費／ 22,900,000 円
3.3㎡単価／ 610,000 円

Material
［外部仕上げ］
屋根／シート防水
外壁／ガルバリウム鋼板、サイディング
［内部仕上げ］
1階 床／タモフローリング、タイル
壁・天井／クロス
2 階 床／ナラフローリング、畳
壁・天井／クロス

7

7. 仏間兼客間として設けられた 2階和室。京都の和傘をつくって
いるメーカーが製作した照明器具がいい雰囲気 8.2階和室の隣の
子ども室 9. 寝室からデッキテラスを挟んで子ども室を見たとこ
ろ。お互いの気配が感じられるので、4歳の長男はすんなり自分の
部屋で寝る習慣がついた 10. 収納を設けず、ベッドだけを置いて
すっきり仕上げた夫妻の寝室。
「朝起きたら、パジャマのまま下に
行って着替えるので、この部屋にいるのは寝るときくらい」と妻

Instruments
厨房機器／キッチンハウス
衛生機器／ INAX（LIXIL）
、カクダイ
窓・サッシ／トステム
設計／中名太郎
（＋0 atelier）
〒616-8242 京都市右京区鳴滝本町41
☎ 075･462･0785
施工／丸屋建設
0120･710908
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