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工務店の時代とするには
何を変え・何を残すべきなのか

――アフターコロナを見据える――

2020.12.18fri2020.12.18fri
REAL×ONLINE

1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。電通、BCGなどで戦略策定、文化政策、
組織開発等に従事。著書に『ニュータイプの時代』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』『武器
になる哲学』など。
慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。
株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。

1978年生まれ。大阪府出身。高校1年からアメリカへ留学、City University of Seattleにて経営学修士
M.B.A.を取得。大学在学中から商社で働き、友人とともに車のパーツを輸入販売する会社を立ち上げる。
2004年に帰国、父親が営む線材加工製造業者である友安製作所へ入社し、インテリアの輸入商材を販売
する新事業を立ち上げる。
2016年2月、代表取締役社長に就任。東京浅草橋と大阪阿倍野にて、インテリアとDIYとカフェの融合をコ
ンセプトにした「友安製作所Cafe」を運営し、リアル店舗での販路拡大やDIYワークショップを行う。
2019年、経済産業省より「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に認定される。

あるものを生かす新事業で新たな価値を生む！
中小企業のマーケティング戦略

住宅産業
大予測
2021
三浦 祐成
新建新聞社
代表取締役社長
新建ハウジング発行人

講 演特 別 講 師

山口 周氏　独立研究者・著作家

友安 啓則氏　株式会社友安製作所　代表取締役社長

「役に立つ」から「意味がある」へ
～アフターコロナの新しい価値観の創出～

主　  催：新建ハウジング・チカラボ
開催日時： 2020年12月18日（金）　13：00～17：00

※スケジュールは都合により変更となる場合がございます。
　予めご了承ください。

参加資格：新建ハウジング定期購読者
参加方法：会場参加・オンライン参加
会　 場：四谷区民ホール（東京都新宿区）・オンライン

※感染症対策のため、会場の定員は120名となります（先着順）。

2020年12月22日（火）～2021年1月8日（金）
※「会場参加」「オンライン参加」のいずれかに
　お申込みいただくとご視聴できます。

見逃し
配信

お問合せ　　0120-47-4341（読者サービスチーム）　　 seminar-info@shinkenpress.co.jp

参 加 費：1万5000円（名／税込　会場参加、オンライン参加ともに）

申込締切：2020年12月11日（金）17：00まで

お申し込みはWEBから！ 新建ハウジング　セミナーガイド
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小 泉  誠

中
今
と
い
う
今

展覧会で展示された古道具や小泉誠さんによる試作・製品。白いうつわたち

「大工の手」のデザインを手がける
家具デザイナーの小泉誠は、木工技
術を習得した後、１９９０年 Koizumi 
Studio 設立。２００３年にはデザイ
ンを伝える場として「こいずみ道具
店」を開設。建築から箸置きまで生
活に関わる全てのデザインに関わり、
現在は日本全国のものづくりの現場
を駆け回り地域との協働を続けてい
る。２００５年より武蔵野美術大学空
間演出デザイン学科教授。２０１２年 
毎日デザイン賞受賞。２０１５年より
一般社団法人 わざわ座 代表理事。
２０１６年 日本クラフト展大賞。

　デザイナーたちの原画を展示する「㊙︎展」という展覧会に参加

した。26名のデザイナー、建築家、アーティストのスケッチや模型

が集まり、発想の源が垣間見られる興味深い内容だった。そんな

中での僕の展示は、8.5mの巨大展示台に、古道具＋試作＋製品を

ゴチャ混ぜで並べて「デザインの素は、つくり手の技と心意気。

そして創意工夫をした過去の形が手本です」というキャプション

を添えたもの。古道具には昔から興味があり、その形の理由を探

求することが趣味のようにもなっている。どの道具も、素材を生

かし、創意工夫があり、必然的な形ばかり。もちろんデザイナー

がいない時代なので、作り手自らが形を模索し、無我夢中で作り

上げた心意気を感じて刺激になる。

　神道では、「今」を過去と未来の中心点ととらえる「中今」とい

う歴史観がある。今が単なる時間軸の現在ではなく、過去の継承

で生かされ、今を無我夢中で生きることで、これからに繋がると

いうこと。なので、今という中心点でデザインをしている僕達は、

無我夢中で物事を見つけ出せていれば、きっと未来に繋がるはず

だと信じている。
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002　 家＋具｜42　中今という今　小泉 誠

対談／住宅設計の未来 i＋i設計事務所  飯塚豊氏×松尾設計室  松尾和也氏

対談／工務店設計の未来 Livearth  大橋利紀氏×もるくす建築社  佐藤欣裕氏

［連載コラム］

巻頭言 アーキテクトビルダー（設計力）を考える　新建ハウジング発行人  三浦祐成

表紙写真：もるくす建築社「広面の家」
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014

019 アーキテクトビルダーの
家づくりと設計の哲学

新建ハウジング
別冊付録

［ワンテーママガジン］
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009 これからの家づくり

① COMODO建築工房 「ふたつでひとつのいえ」
② もるくす建築社 「広面の家」
③ Livearth「前庭奥庭の家」
④ 柴木材店「里山の平屋暮らしの家」
⑤ サトウ工務店「石内の住宅」
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① 扇建築工房
② オーガニックスタジオ新潟
③ あすなろ建築工房
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※新建ハウジングDIGITAL「読者限定サービス（動画）」から

アーキテクトビルダー（設計力）を考える
アーキテクトビルダーとは、設計を付加価値にして顧客体験・満足を高める
ことができ、それによって評判になり、ブランドを構築できている工務店を指
す。簡単に言えば「設計上手な工務店」だ。アーキテクトビルダーは、小さ
いからこそ魅力的で強い（経営）、理念を共有でき、プロスキルを持つ少数
精鋭で外部のプロと連携しながら自分たちが納得できるものをつくっていく
「スモールエクセレント工務店」の一つの理想の型だと考えている。

　アーキテクトビルダーのビジネスモ
デルは、マスに対してローコストで販
売していく「量産型・販売型」とは真
逆の、クオリティーを重視してそのク
オリティーを維持できる範囲に仕事を
限定しながら、モノを売るというより
は創造していくような「限定型・創造
型」と言える。
　設計力を高めることは、CX（顧客
体験）・CS（顧客満足）の向上による
評判の向上、自社スタイルの構築によ
る「一目ぼれ」「差別化」、価値観の
共有による顧客のフィルタリング（価
値観を共有する顧客が集まりやすい）、
ブランディング・単価アップ、脱注文
住宅、生産性向上、ES（従業員満足）

　スタイルを明確にして発信すれば
するほど、そのスタイルの支持者（顧
客）が増えていく。スタイルは理念か
ら始まり、社名やキャッチフレーズ、
そこに惹かれて集まるスタッフや、社
長・スタッフが発する言葉、事務所の
雰囲気、事務所（建物）のデザイン、
商品、モデルハウス、プロモーション、
オーナー、アフター、コミュニティー
と一貫性があればあるほど、ブランド
は強くなっていく。
　量産型・販売型のビジネスモデル
では、多様な選択肢（商品）を並べ
て顧客に選んでもらう「陳列型の家づ
くり」ができるが、小さな工務店がこ
れを行うことは難しい。自分たちが掲
げる“旗”に基づく家づくりを自信を
持って推薦し、それに納得してくれた
顧客と家づくりを行っていく「推薦型
の家づくり」をしていきたい。
　アーキテクトビルダーでは、社長が
チーフアーキテクトを務めているケー

　設計力を高めていく際の方向性とし
ては、「強・用・美」を目安としたい。
強は耐震等級３や HEAT20・G2レ
ベルの断熱性能、耐久性などベース
となる基本性能のことで、最近はレジ
リエンス性（防災性能）といった点も
う注目される。強を押さえたうえで用
＝暮らしやすさ、美＝感性デザイン
（美しさ・楽しさ・格好良さ）を実現し、
それらを高いクオリティーで顧客に提
供するための手法として、標準化があ
る。性能や設計ルールを標準化しな
がら、最終的には自社の価値観やス
タイルを分かりやすく象徴するキーア

［ 巻 頭 言 ］

新建新聞社代表取締役社長
新建ハウジング発行人

三浦祐成

「限定型・創造型」の
ビジネスモデル

「スタイル＝一貫性」が
ブランドを強くする

方向性は「強・用・美」

向上といった効果をもたらす。これ
らがアーキテクトビルダーとしてのメ
リットだ。

イテムやコア技術を付け加えていくこ
とが、差別化要素や顧客満足要素と
して有効だ。より高いレベルを求める
顧客にオーダーメイドで対応していく
ためにも、まずは標準化とスタイルを
明確にすることが重要。

設計力を高めることで

CX（顧客体験）向上 → CS（顧客満足）向上→評判向上

自社のスタイル構築 → 一目ぼれ・差別化

価値観の共有、顧客のフィルタリング

ブランディング、単価アップ

脱注文住宅、生産性向上、ES（従業員満足）
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スが多く、その方がやりやすく、強い。
ただ、社長自身が基本プランを描くこ
とのメリットの一方でデメリットもあ
る。メリットとしては、社長が決めれ
ば標準化ができ、価値観から、プロ
モーション、顧客対応までスタイル、
一貫性を築きやすいことが挙げられ
る。デメリットは、社長業（経営）と
の両立になるため、社長のマンパワー
の限界が受注棟数の限界になり、場
合によってはクオリティーの限界にも
なりかねないことだ。基本プランを任
せてもらえないことで、設計をやりた
くて入ってきた人材のモチベーション
低下を招く懸念も。また、社長の考え
方と、顧客や社会のニーズとの間に
ギャップが出てきたとき、そのニーズ
を形にしきれなくて衰退していく可能
性もある。

　アーキテクトビルダーに向けて、ま
ず大切なのは「理想の家を考え、か
たちにする」こと。次に、「まなぶ、
まねぶ、トレーニングする（目を養い
手を練る）」、継続してトレーニングを
行い設計力を鍛えていくことも重要
だ。「顧客の要望と理想の家・環境条
件をバランスする（断る勇気）」も必
要になる。プロとして、顧客の要望を
全て受け入れて、むりやり形にするの
ではなく、性能を含む自社が推薦する
理想の家や環境条件（敷地に対する
配置など）を理解してもらったうえで、
そこに顧客の要望を重ね、どうしても
納得を得られない顧客に対しては、時
として依頼を断る勇気も求められる。
　プロモーション・ブランディングで
は「ひと、会社に対する信頼⇒モノ
売り＆ヒト売り」が大切に。ただ、モ
ノ（家）の魅力を発信していくだけで
なく、アーキテクトとしてのプロフェッ
ショナル性をはじめ、スタッフや会社

アーキテクトビルダー
に向けて必要なこと

としての魅力も発信して、信頼を高め
ていくことが重要だ。常に魅力を体感
してもらう「魅せる化（移動式展示場、
SNS、動画・YouTube ⇒モノ・ヒ
ト）」、スタッフみんなでだめなところ
をつぶしていく「クオリティーチェッ
ク、クオリティーアップ（ジャッジ基
準）」、「CX調査、実測（温熱環境など）
⇒検証・改善」も欠かせない。

　これからの家づくりにおけるアーキ
テクトビルダー的なテーマはロングラ
イフデザイン。長寿命化を、ハード・
ソフト両面で考えていくところに、ま
だまだ顧客体験・満足を向上できる、
差別化できる要素があるのではない
かと考えている。
　ハード面は、物理的な耐久性を実

ロングライフデザインが
今後のテーマ

現する防水やメンテナンス性を考えた
仕様、施工や普遍的で愛着を持って
もらえるデザイン、設備を含めた更新・
リフォームしやすいつくり方、スケル
トン＆インフィルに代表されるライフ
スタイル、所有者が変わった時の可
変容易性など、まだまだ追求できる余
地がある。
　ソフト面では、ICT化によって建物・
顧客情報をデータベース化し、オー
ナーによる住宅の売却（中古化）をは
じめ、あらゆる顧客への提案に活用。
また、イニシャルとランニングのトー
タルコストを説明したうえで、ライフ
サイクルコストの低減を図って顧客の
利益を確保することも、ロングライフ
デザインの提案や単価アップにつな
がり、アーキテクトビルダー・スモー
ルエクセレント工務店としての生き方
をまっとうしやすくなる。

アーキテクトビルダーに向けて

理想の家を考え、かたちにする
まなぶ、まねぶ、トレーニングする（目を養い手を練る）
顧客の要望と理想の家・環境条件をバランスする（断る勇気）
ひと、会社に対する信頼 ⇒ モノ売り＆ヒト売り
魅せる化（移動式展示場、SNS、動画・YouTube ⇒モノ・ヒト）
クオリティーチェック、クオリティーアップ（ジャッジ基準）
CX調査、実測（温熱環境など）⇒ 検証・改善

ロングライフデザイン

物理的耐久性（特に防水、メンテナンス）
心理的耐久性（デザイン、愛着）
更新容易性・可変性（S&I）

建物・顧客情報維持管理
クロスセル、リピート（リフォーム等）提案
ライフサイクルコスト提案
循環型モデル（オーナーホームリセール）

ハード面

ソフト面
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こだわりの家づくり、

現場シートもこだわってみませんか？
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こだわりの家づくり、

現場シートもこだわってみませんか？
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？
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中
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い
ま
す
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り
ま
す
。
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これからの家づくり
HEAT20・Ｇ２や耐震等級３に象徴されるように、一定の住宅性能が広がってくると、

高性能化が家づくりの差別化要素として効きにくくなってくる。

コロナ禍において、住まいに対する生活者の関心が高まる中、

アフターコロナの市場も見据えながら、いまこそ設計力・デザイン力の向上に取り組みたい。

地域工務店とのコラボ経験が豊富な建築家、

自ら設計を手掛ける工務店（アーキテクトビルダー）経営者による対談から、

これからの家づくりと設計の未来を考える。

i＋i設計事務所

飯塚豊氏

松尾設計室

松尾和也氏

住宅設計の未来

P10

Livearth

大橋利紀氏

もるくす建築社

佐藤欣裕氏

工務店設計の未来

P14
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設計力が上がると「売れる」

建築家を顧問に迎える

11月13日に新建ハウジングが開催した「工務店ミライセッション・これからの家づくり」のなかで行ったトークセッション（オン
ライン）から内容を抜粋して紹介する。工務店とのコラボ経験が豊富な２人の建築家が、工務店が設計力を上げていくための
ポイントやこれからの家づくりについて議論した。司会は、新建新聞社社長・新建ハウジング発行人の三浦祐成。

三浦：工務店の設計力が二極化して
いるように感じる。課題があれば、教
えてほしい。
松尾：実情は、アーキテクトビルダー
と言われる１～３％ぐらいの工務店と
それ以外で、大半の工務店は設計の
基本といったものにほとんど興味を持
たず、トレーニングを積んでいないと、
すごい数の工務店の実務者を教えて
きた中で感じている。
飯塚：街中の工務店同士の力が大きく
開いているということは、理解してい
るつもり。特に建材の使い方などを見
と、全て新建材を使っている工務店は、
「スーパー工務店」とは全く違うつくり
方をしているんだなと感じている。
松尾：多くの会社で、（建材・設備）メー
カーの製品カタログから何を選ぶか
が設計するということになってしまっ
ている。「こういう空間をつくりたいか
ら、ここをこう見せたい、そのために
はどんな納まりすればいいか」と考え

飯塚：教える人がいないのに、みんな
が何となくつくっているというのは非

三浦：設計力が上がると「売れる」と
工務店におすすめしている。設計力と
売れるの関係について聞きたい。
松尾：それはまさにその通りで、スマ
ホでもファッションでもデザインが悪
くて売れる、さらには「高く売れる」
ものはない。大半の工務店の実務者
には、設計を専業とする事務所での
経験やきちんとした師匠（指導者）の
もとで修業したことがある人は、ほと
んどいない。そもそも、設計専業の修
業の経験者が木造住宅の分野に来る
ことが少ないという課題もある。

常に問題だと思う。工務店の設計力
が上がらない要因の一つとして、それ
はあると思う。
三浦：それが「売れる」につながるこ
とで、解消に向かっている部分もある
と感じるが。
飯塚：確かに例えばオーガニックスタ
ジオ新潟は、（設計力が）もとからあ
る程度の水準に達していたが、私が
顧問になって３年、めきめきと設計力
が上がっている。その経験から、工務
店の設計力の伸びしろはいくらでもあ
ると考えている。問題は、どういった
仕組みで学んでいくかということ。
三浦：工務店の設計力を伸ばす手法
として、建築家の顧問は「あり」だな
と思うが、実際にはどんなことを行う
か教えてほしい。
飯塚：普段の日常的なコミュニケー
ションと、月に１回ぐらい具体的な案件
に対するアドバイスを行う。それが積
み重なると、どんどん良くなっていく。

ることが本来の設計であるはず。が、
住宅設計の世界では多く（の設計者）
がそうではない。

１９９０年早稲田大学理工学部建築学科卒業。
大高建築設計事務所を経て、２００４年 i ＋ i
設計事務所を設立。法政大学デザイン工
学部兼任講師として、間取りの考え方だけ
でなく、建築構造、断熱・通気設計な
ど木造住宅の設計に欠かせない実務上
のノウハウを指導。著書に『間取りの
方程式』（X-Knowledge）

１９７５年兵庫県生まれ。１９９８年九州大学
工学部建築学科卒業（熱環境工学専
攻）。エスバイエルホーム、瀬戸本淳
建築研究室、プレストを経て、
２００３年松尾設計室に入社

i＋i設計事務所

飯塚豊氏

松尾設計室

松尾和也氏

これからの家づくり
住宅設計の未来

対

談
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まずは設計の順番を変える

「庶民の住宅」で大事なこと

ただし、１件添削して返すだけでも、
かなりの時間がかかるので、あまりたく
さんの物件に対応することは難しい。
三浦：飯塚さんが設計したものを工務
店が施工しながら、設計を学ぶ、ある
いは見る、まねる、パクるということ
も有効ではないか。
飯塚：それは本当にその通りで、やは
り１件（設計、施工をタッグを組んで）
やると、いろいろなことが伝わる。納
まりからはじまり、色の使い方や材料
の合わせ方など、一緒に現場を経験
することは大きい。オーガニックスタ
ジオ新潟も、最初は私が設計した案
件を施工してもらってスタートしてい
る。

三浦：一定の水準に達してない工務
店は、どこから始めるべきか。
飯塚：まずは設計の順番を変えること
から。どうしても間取りから始めてし
まう設計を、一番大事な中間領域（外
との関係）や屋根などから始めるよう
変えることが必要で、それを皆さん（工
務店の設計者ら）に提案している。
三浦：そのメリットを具体的に説明し
てほしい。
飯塚：間取り優先の設計法は、いろ
いろなところに不具合が出る。例えば
間取りが理由で建物の形状が凸凹に
なり、それによって断熱性能が下がっ
たり、屋根の形が複雑になることで性
能が低下してしまう部分もある。１、
２階の間取りがぜんぜん違うために、
構造の整合性が取れずに耐震性が低
下してしまうことも起こり得る。間取
り優先で生じる不具合を解消していき

たいと考えている。
松尾：設計を教えるときに必ず、車
の配置をどこにするかや（敷地に対し
て）建物をどう配置して、どういった
形状にするかというところを最初に固
めようと提案する。デザイン（設計）
は引き算、色の数も凸凹も少ない方が
いい。パワービルダーになればなるほ
ど、デザインは足し算だと思い込んで
いる。（建築家の）安藤忠雄さんの建
築やアップル社のデザインは引き算の
典型だと感じる。
飯塚：差別化のために、白い天井に
対して梁（木）を１本、1本見せるとい
う（足し算的な）デザインを見かける
が、実は線の形で木を見せるのはデ
ザイン的に非常に難しい。真壁の建物
が難しいのと同じ。そこで「木は面で
見せよう」ということを提案している。

三浦：住宅設計の未来に向けての改
善事項を聞きたい。
松尾：デザインの前に「庶民の住宅」
は、構造や耐久性がきちんと担保さ
れるべきだ。みんな、「幸せになりたい、
この家に住み長く豊かに暮らしたい」
という根源的な思いを抱いて家を建て
るわけだから。構造と耐久性が伴わ
なければ、「人生が壊れてしまう」家
をつくってしまう可能性がある。この
40～50年間、バリバリの建築家の世
界では、耐久性や性能をおろそかに
してもデザインを追求することが潮流
だった。が、それを庶民の住宅でやっ
てはだめ。
　一方で、庶民の住宅を手掛けてい
るビルダーや工務店がそれができて

いるかといえば、残念ながらトップラ
ンナーは向上していても、全体的に見
れば構造と耐久性はハウスメーカー
比べて遅れている。デザインよりも先
に、まずはそこからで、そこができた
ところから設計力（デザイン力）の向
上に取り組むべきだと考えている。
飯塚：うちに来る顧客のほとんどが、
構造塾の佐藤実さんと松尾さんの
YouTubeチャンネルを見ている（笑）。
そのため、なぜかHEAT20・G2と
耐震等級３が最低水準になっていて、
それに対応しなければならないという
ことで、全ての建物でソフトを使って検
討するようになった。そのように今後
は（顧客の要望により）基準は決まっ
ているので、必然的にデザインを強
化しなければ、という流れになってい
くのではないかと感じている。
三浦：YouTubeでG2、耐震等級３
が標準ラインになってきている現象は
面白いが、G2は水準として適切か。
飯塚：普通にやるとG1～ G2の間な
ので、かっこ悪くても樹脂サッシを使
うようにしているが限界はある。付加
断熱できるような案件も予算的に限ら
れているが、だんだんそういった顧客
が増えてきているのも事実。（G2が
水準として広がる）可能性は出てきて
いるのではないか。
松尾：分かりやすいからG2と言って
いるが、例えばG2のUA値が0.46
だった場合に、そんなに苦労しないで
出せる0.48でも性能はそんなに変わ
らない。場合によっては、日射取得な
どUA値よりも（温熱環境を）変える
要素もある。住む人が自分の年収の
範囲で過大な負担にならない暖房費

間取り優先の設計法から抜け出そう

デザインは基本性能を確保してから
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耐久性の課題は屋根

求められる防災性能

などを払っていける、というところを
落としどころとして考えている。
三浦：なるほど。そういう意味では、
UA値がG2に達していなくても生活
者が理解すれば納得感が得られるの
かもしれない。

松尾：これから新建ハウジングの連
載で書いていくが、耐久性で一番の
課題は屋根。壁は、30年ぐらい前か
ら通気工法で、透湿防水シートを使
うことが常識的になっているが、屋根
はいまだに外側に対しては通気ができ
ない。ルーフィングをめくったら（施
工後）10年ぐらいで腐食が始まって
いるケースが大半ということが懸念さ
れる。今後は、屋根の施工において、
透湿系ルーフィング＋通気工法が常
識化していくのではないか。
三浦：屋根の通気工法について、飯
塚さんはどう思うか。
飯塚：板金もルーフィングも透湿抵抗
が高く、壁よりも内部結露的には不利
になることを独立前から知っていたの
で、全ての建物で屋根も通気を必ず

取るようにしている。
三浦：クローズな工法が当たり前にな
り、みんなが「これをやればだいじょ
うぶ」という標準が、特に屋根に関し
てあまりないように感じる。
飯塚：新住協の新しい設計マニュア
ルに屋根の納まりがけっこう載ってい
るが、なかなか難しい。標準は自分で
つくるみたいになっているので、多く
の人が安くできるディテールが開発さ
れれば良いとは思う。ただ、普通に充
填断熱で、和小屋でつくって、野地
をきちんと二重にするというだけでも、
けっこううまくできるんじゃないかと
は思っている。
松尾：だれでも簡単にできるものが標
準になっていく。外壁の通気工法をや
らないところがないように（屋根も通気
工法が）一般化していくのではないか
と思っている。だれもができる難しく
なく、コストも高くなく、でも基準は満
たしているという仕様書をつくりたい。
三浦：YouTubeに象徴されるように、
だれもがメディアになる時代。松尾さ
ん、佐藤さんのような実務者がどんど
ん情報発信してデファクトスタンダー

ド（事実上の標準）を形成できるので
はないか。実務をやっている方が、経
験に基づいてメーカーなどと一緒に、
新しい基準、納まりなど未来に向かっ
てつくっていって、業界全体をボトム
アップしていくのが設計の未来じゃな
いかなと思う。
飯塚：そういった技術開発には、協力
したい。

三浦：レジリエンス（防災性能）がこ
れからの家づくりのテーマになってく
ると考えられるが、それを踏まえて変
えていこうとしている点はあるか。
松尾：うちの場合は、７～８割の顧客
が土地を持ってない状態で相談に来
るため、土地の選び方から指南するが、
その時にやはりハザードマップを見る
ということ。それから想定できない大
きな台風が訪れる時代なので、軒が
飛ばないように、窓が割れないように
はどうすればいいかも考慮しなけれ
ば。実際に神戸、大阪はこの３年以
内に大きな台風に見舞われているが、
それにより、これまでは防犯目的で１

耐久性の課題解消に向け
屋根施工で通気工法が常識化

飯塚豊氏 松尾和也氏

これからの家づくり
住宅設計の未来

対

談
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住宅予算の未来を考える

庭を取り込む

階にしか設置していなかった（窓の）
シャッターを２階に設置したいという
人が増えている。
　このあたりはデザインとけんかする
部分でもあるので、落としどころをど
うするか。対水害もやればやるほど
コストが上がり、ハウスメーカーには
専属の技術開発部門があるが、われ
われ中小にはない。コストをかけず
に標準化できるところを標準化したう
えで、それ以上については（顧客に）
選択してもらうというのが落としどこ
ろではないか。
三浦：構造への影響という点で、飯
塚さんは風（耐風性能）をどう考える
ているか。
飯塚：最近、風が強いのが怖くて、
風の吹き上げで屋根が飛ばないよう
に検討する。ただ、現状で設計者が
考えていないのが、吹き抜けまわりの
梁などの耐圧性能。場合によっては
通し柱にする、奥行き方向に梁を大き
くするといったことが必要になるはず
なのに検討されていない。そこは、お
そらく今後、問題になってくるので、
設計者としては見直した方がいいと
思っている。
三浦：シャッターについては。
飯塚：シャッター、嫌なんですが、私
自身、手掛ける案件が都市部が多い
ので、防火の関係で必然的に設置す
ることが多く、シャッターをいかに隠
すかといったことを日々、考えている
（笑）。

三浦：未来を考えるとき、住宅の予算
が上がり続けるとは思えない。コスト

が外せないテーマになるとして、プロ
トタイプによって質と量を両立させな
がら普及していく取り組みについて、
どう考えるか。
松尾：YouTubeをやり出してから、
毎日問い合わせが来るが、来てくれた
顧客に完成は２年後と言わなければ
いけない状況。予算があわないという
人も多い。ただ、工程と予算で離れ
ていく人も、「いい家を建てたい」と
思ってくれている。そういう人たちの
（次善の）選択肢が、いまはない。そ
の人たちが選択できるようなものを提
示したいと思っている。大きな視点で
は、そうした住宅が増えればCO2の
排出削減にもつながるということなど
もあり、やったほうがいいなと思って
いる。
飯塚：確かに住宅の高性能化に伴い
コストアップの問題は出てくるが、工
務店と付き合うときに断熱工法は、工
務店の得意な工法でやってもらうよう
にしている。特殊なことをすると高く
なるため。大工工事でキッチンをつく
ることも、コストを下げる方法という
意味でもやっている。
松尾：コストはイニシャルとランニ
ングを考えて、トータルコストを下
げるのが本来、顧客にとって大事
なこと。そこで重要なのがトータル
コストを何年で見るか。確実に言え
るのは、30年間より短くしていい
ことは絶対ないということ。30年
間のトータルコストから逆算しながら、
耐久性や仕様を決めていく。そうする
ことで、プロにも生活者にも「コスト
の正体」が見えやすくなってくるので
はないか。プロにとったら、自社と顧

客の利益を同時に高めていく方向性も
あるかもしれない。ただし、その際に
トータルコストの根拠を説明する能力
が求められる。
三浦：確かに施主も業界もイニシャル
に心を奪われがち。トータルコストの
考えを持てば、性能や耐久性への理
解が変わるかもしれない。
松尾：実は高所得層は、住宅を建て
る際にハウスメーカーの総合展示場
を回るが、いまハウスメーカーは「売
り」が耐久性とアフターメンテナンス
しかないために、そこのところをすご
く訴える。そのため、最近の顧客は、
壁の耐久性が何年ぐらいでやり替える
のにいくらかかるといったことに敏感
な人が増えている。ハウスメーカーが
YouTubeよりも耐久性について周知
していて、所得の高い人たちが勉強し
て理解を深めている。

三浦：お二人は今後、住宅設計でど
んなことに挑戦していきたいか。
松尾：予算という部分では難しくなっ
ているが、庭を取り込むことや、庭を
取り込みながらプライバシーを保つ
こと、そのうえでパッシブデザインと
共存させるといったことを、安い住宅
でも実現していくことがこれからの課
題。
飯塚：庭は本当に大切だと考えていて、
この間、三重県で設計を手掛けたパッ
シブハウスの前に荻野寿也さんに外
構をやってもらったんですが、まった
く見違えるように変わった。これほど
見違えるようになるのなら、今後は常
にやろうと決めた。

実務者がメディアになる時代
デファクトスタンダード化が加速
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自立的に学べる人材を育成

11月13日に新建ハウジングが開催した「工務店ミライセッション・これからの家づくり」のなかで行ったトークセッション（オン
ライン）から内容を抜粋して紹介する。その設計力が注目を集める若き工務店経営者２人が、家づくりや建築にかける想い、
地域の工務店の設計にとって大切なことについて語った。司会は、新建新聞社社長・新建ハウジング発行人の三浦祐成。

三浦：お二人は、設計と経営の両方
をやっている。設計の実務をどれくら
いやっているか。
大橋：年間16棟までしかやらないと
決めているので、基本設計は全てやっ
ている。実施設計に入った段階で、
それぞれ担当が入るので実施設計を
することはないが、全部クオリティー
チェックはする。温熱や構造の計算も、
おおむね私がやっている。
三浦：施主とのヒアリング、面談（打
ち合わせ）については。
大橋：ヒアリング、面談も全て私がや
り、横にスタッフがいるケースもある。
三浦：佐藤さんはどうか。
佐藤：設計・施工の案件で年間10棟
ぐらい。それぞれに設計から現場管理
まで専属のスタッフが１人つくので、
そのスタッフと二人三脚でやる。基本
設計は全て僕が一人でやっているが、
それも少しずつ（スタッフと）一緒に
やっていこうと考えている。

三浦：クオリティーチェックは。
佐藤：実施図面を描いた時点で、チェ
ック自体は必ず全てに入る。
三浦：社長の限界が、会社が手掛け
られる棟数の限界になっているという
点についてどう考えているか。
大橋：設計をチェックするリーダーを
設けて、リーダーがチェックしたもの
を私が最終チェックするという体制に
変えつつあり、少しずつ全て自分でや
るところから変わってきている。

Livearth（リヴアース、岐阜県養老町）代表取
締役社長。２０１４年にドイツ・スイスにてエコロ
ジー建築を学び、日本版のエコロジー住宅の模
索を決意。２０１６年・自立循環型住宅研究会
アワードにて最優秀賞受賞。２０１８年・新ブラ
ンドLivearth（リヴアース）立ち上げ。２０１９年・
東京大学開催「パッシブ委員会シンポジウム」
登壇、 本質改善型リフォーム独立ブランド「リ
ヴ・リノ」設立。２０２１年秋にモデルハウス
をオープン予定

もるくす建築社（秋田県大仙市）代表取締役。
１９８４年生まれ。秋田県美郷町出身。独学
で建築を学ぶ。第１回日本エコハウス大賞
２０１５大賞受賞、１８回 JIA環境建築賞住
宅部門最優秀賞、地域住宅計画賞２０１３
（自立循環部門）など環境建築分野
を中心に活動。共著に「地方で建築
を仕事にする」（2016学芸出版）

Livearth

大橋利紀氏

もるくす建築社

佐藤欣裕氏

これからの家づくり
工務店設計の未来

対

談

佐藤：僕というよりも、会社全体の総
合力が評価されている部分はあると
思っている。会社としての持ち味、フィ
ロソフィーをきちんと出していければ
（会社として評価されるよう）変えて
いけると思っている。社長業をやって
いるといろいろと学びがあり、その学
びで建築がグレードアップし、それ
が最終的にユーザーに伝わる。実務

的にできる、というよりは、自立的に
学んでいく、バージョンアップしてい
ける人材を育てていくことが大事だと
思っている。（スタッフが）希望すれ
ば講習会や建築を見に行くことに送り
出しているが、実務の中でどれだけ学
びの時間を確保できるかが課題。創
造力のある建築士が必要だ。
三浦：会社全体の総合力とは、具体
的には。
佐藤：分かりやすい例でいくと、断熱・
気密の納まりなど。（設計だけでなく）
建築を施工しているうえでのノウハウ
があり、それを職人や専門工事業者と
も共有している。現場でのノウハウの
共有化は非常に重要な部分で、特殊
な設備や難しい納まりへの対応など幅
広く「建築全体を受け止められる」と
いうところも価値になっている。
三浦：なるほど。工務店が設計力を
高めるということは、施工力をはじめ
納まりを含む総合力を高めることにほ
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市場と会社の規模感

標準化への取り組み
クオリティーと生産性

工務店が生きていく道は
「オートクチュール」

それぞれの工務店が物語性のあるものつくる

「建築全体を受け止める」工務店の総合力

からならいのかもしれない。建築家と
工務店の違いはなんだということにも
つながるかと思う。
大橋：設計を実現するというところは
工務店としての価値。格好良くても、
すぐに劣化してしまうような具合が悪
い納まりにならないよう、より精度を
上げて施工している。つくった後も
ずっと責任を持たなければいけない部
分が工務店には当然あるので。こうい
う空間をつくりたいというせめぎあい
のなかで、より現実的な設計を具体
化する技術が必要。

しているか。
大橋：図面の数が少なくないというこ
とはある。作図は、開口部の納まりや
スイッチ一つ、照明なども種類を増
やさず限定し、この場合はこうだと数
パターンのなかでやっている。まっさ
らの状態を変えるというよりは、ある
程度のルールのなかでやっている。　
構造や温熱計算の部分は、基本設計
をやっているときから、架構をイメー
ジしたり、温熱的にもどうなのかとい
うことを同時に考えていくのと、数を
やっていくなかでスピードアップして
いる。会社としての効率化と個人のス
キルアップの両面がある。

三浦：クオリティーと作業性や生産性、
コストなどをバランスさせることは難
しく、経営者だからこそしっかり押さ
えられる部分があるかと思うが、標準
化など会社として総合力や生産性を
高めるために行っている取り組みはあ
るか。
大橋：標準化と言えるかもしれないが、
設計だと、それぞれの納まりはパーツ
ごとに分けてやっていて、物件によっ
ては微調整はするが、一から詳細図
を描くというよりは、標準の詳細図を
いじるという形で対応している。家具
も一通りつくるため、家具についても
同様に標準的な納まりをいじる範囲
と、一からやる範囲を共存させている。
施工段階に入ると、月１回程度、工務
の会議を開き、必要があれば納まりの
改善点などについて話し合う。
三浦：作業量が非常に多くなるだろう
と見受けられる家づくりに、どう対応

佐藤：今後については、自分たちが
持っている標準化された建築と、分け
て考えることもあり得ると思っている。
建築家の方が規格住宅に取り組んで
いて、僕もやってみましたが、いろい
ろなところから規格住宅が出ているこ
とから、規格住宅のクオリティーを見
て、そこにオーダーメイドを頼むとい
う流れが起こってくるのではないか。
「オートクチュール」では標準化され
たディテールは使いづらいこともある
ので、むりやり全て標準化することは
ない。実際に着工戸数が減少していく
なかで、僕らのような単価の高い工務
店が生きていく道は、本当はオートク
チュールだと思っている。
大橋：標準化という言葉のとらえ方
があるかと。プランまで標準化してし
まうと、もはや規格住宅の世界だが、

例えばオートクチュールであっても、
ビーズを縫い付けていく糸の使い方や
道具は一緒のはず。その糸の使い方
や道具といった部分が、弊社にとって
のディテールだと言える。ただ、それ
もずっとそれだけということではなく、
新たな標準も生まれている。

佐藤：最終的に建築への向き合い方
は、会社の規模にかなり影響される。
会社の規模は、あまり大きくしたくな
い。小さくまとめたいと思っている。
社会の建築のペースやあり方を踏ま
えたうえで、会社の規模感は時代に
よって少しずつ変えていく必要がある
のかもしれない。そのあたりを今後ど
う読んでいくかが、工務店経営の難し
さではないか。それによってつくるも
のも違ってくるのかも。
三浦：スモールエクセレントという観
点からも、市場と（会社の）規模感を
どう読むかとクオリティーのバランス
は重要だ。
佐藤：最終的に会社は全て、個人事
業主の塊になっていくかもしれない。
コロナの時代で、リモートでやれる
と分かり始め、現場管理の仕事も共
有さえしっかりできれば、オフィスに
集まらなくてもできる。会社はただ
のプラットフォームでいいじゃないか、
と。設計する人間、管理する人間もば
らばらになっていってもいいのではな
いか。そうすると会社の規模自体は小
さくなっていく。もちろん経費をどう
するかといった課題はあるが。自分自
身もずっと経営者としてやっていきた
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これからの家づくり
工務店設計の未来

次の世代が使っていくことを考え、
あまりつくり込まないようにしている

佐藤欣裕氏
対

談
大橋利紀氏

いと思っていない部分もある。
大橋：新鮮な話ではあるが、個人事
業主の塊だと、もるくすさんという会
社をどう形成していくのか。
佐藤：会社は残す。もるくす、という
のは管理をする、施工するという会社
で。設計する人間や、設計管理をす
る人間は、別に会社のなかじゃなくて
いい。外注するわけではなく、各自が
独立した考えでやればいい。はたから
見ると変わったようには見えないかも
しれないが。
三浦：基本設計をトップアーキテクト
（社長）がずっとやっていると、スタッ
フは、ほか（基本設計以外）の仕事
しかやらせてもらえないというのが、
しんどくなってくるかも。
佐藤：設計は個人の名前でやっても
いいんじゃないか。うちから出た人間
は根本のところはぶれないと思うし、
スタッフのことを信頼している。やり
たいことをやらせてあげたい。

れの工務店が物語性のあるものをつく
れればいいと思っているし、その物語
こそが個人をつなげていってくれる。
共感したスタッフ、お客様が物語に参
加してくれる。基本設計は、その物語
を大きく左右する。
佐藤：いまはまだ若くて全部、自分で
やっているが、時代の流れがいままで
よりずっと速いと感じていて、自分の
やっていることが（時代と）乖離して
いると感じてしまったときにどう対応
するか。
大橋：時代の流れで変わっていく部
分はあるが、変わらない部分もある。
変わらない部分が核としてあって、そ
こを求めてくる顧客がいる以上、仕事
がなくなることはなく、逆に芯（核）
にある建築の魅力みたいなものが全
部必要とされなくなってしまったら、
もはや私が建築をやる意義がなくなっ
てしまう。要素技術や法律、暮らし方
みたいなものはどんどんどん変わって
いくので、そうしたところには対応し
ながら、短期視点ではなく中長期の視
点で託せる人間を育てていければい
いのではないか。

基本設計は「物語」を
大きく左右する

大橋：リヴアースという物語、それぞ

その人だけにフォーカスしない

佐藤：あまり（限定的な暮らし方を設
計、建築に）詰め込んでいない。次
の世代、その次の世代が使っていくこ
とを考えると、その人だけにフォーカ
スしたものをつくっていくのはどうな
のかという思いがある。なので、あま
りつくり込まないようにしている。た
だ、それは一方で、突き詰めて考え
てないっぽく見えることもあり、なか
なかそのさじ加減は難しいが。生活の
目線からは少し引いているかもしれな
い。
大橋：工務店なので、設計だけやっ
ているわけではなく、ずっとお付き合
いするので、住まい手に寄り添っては
いるが、1つ1つの要望を完全に入れ
込むわけではない。どんな暮らし方を
したいのかを聞き取って、自分なりに
消化することを心掛けている。暮らし
も人も変化する、５年、10年先の暮ら
しも想定しながら、柔軟性のあるプラ
ンにするようにしている。

三浦：佐藤さんは、暮らしと設計につ
いて、どう考えているか。



0172020.11.30 いまどきの工務店住宅

それぞれの土地にあった設計をし、
その土地でしか成り立たないものを建てる

外部環境とどう対峙するか

場所や素材の必然性が大事

佐藤：建築をつくると、ユーザーの暮
らし方や要望は反映しなければいけな
いが、それと同じぐらいのウェイトで
外の環境も反映しなければいけない。
外部環境とどう対峙するか、その土地
に（建築が）置かれた時に外部とどう
いう影響を及ぼしあうかといったこと
は、施主に根を詰めて説明する。
大橋：暮らしを２つの切り口で考えて
いる。生活のしやすさ、つまり機能的
な側面と、心地よさ、情緒的な部分
を分けている。機能的な部分は、（個々
の）顧客の要望を受け入れていいと
思っているが、心地よさの感覚は人に
よって大きく違わない。心地よい空間
を生み出すには、敷地との関係性や
温熱環境も含めて開口部の開き方が
重要。機能面のニーズはけっこう変化
するが、心地よさはぶれることはない。
佐藤：機能は、便利ということで、ぐ
いぐい建築に入ってくるが、長く続か
ないという面はある。室内の心地よさ
は、外部とつながっている。結局は外
部との関係性。
三浦：工務店設計の未来とは。今後、
やってみたいことを聞かせてほしい。
佐藤：根っこから変えたい。これまで
石膏ボード、防湿シート、通気層な
ど、いろいろなものを軸組に組み合わ

さて建築を構成してきたが、それを全
部、身が詰まった土蔵のような建築を
やりたい。温熱環境や耐震といった課
題も含めて複合的に対応していること
を、ノンケミカルの単一素材で解決し
たい。抽象的な言い方だが、最終的
には建築の健康性みたいなものにつ
ながっていくのでは。
三浦：ぶ厚く、木や土などを使って、
単一素材で建築を成立させてしまうよ
うなイメージだろうか。
佐藤：その通り。20㎜が30㎜になる
というレベルではなく、20㎜を100㎜
にするといった話で、それができると
思う。いま、僕らのオフィスの建て替
えを実験的にやっていて、材料がたく
さんある、質量があるというのは工務
店や地方の建築に向いてる。地方は
産地で材料がたくさんあるので、質量
をかけていい。地方や工務店の特性
を出して建築を少し変えていきたい。
大橋：具体的にどんなことをやるつも
りなのか。
佐藤：軸組に柱を詰めて、その外側
に木材を接合させていく。壁厚が木
材だけで300㎜。蓄熱性も、断熱性
もある。僕らが知らない木の特性がた
くさんあって、それを生かしきれてい
ない。パネル化して積み重ねていくが、
CLTよりはログハウスに考え方が近
い。CLTは特殊な生産工場が必要、

大工ができることが大事だと思ってい
る。パネルといっても、大きさとして
は１×３ｍぐらいで大きなクレーンは
いらない。

大橋：今後、間違いなく注文住宅の
数が減っていく中で、大手量産型メー
カーとの違いをどう打ち出すか。われ
われがつくる住宅は、一品生産で、そ
れぞれの土地にばっちりあった設計を
し、その土地でしか成り立たないもの
を建てることがきる。場所や素材の必
然性が大事。例えば、地場の木材を
使うこともそうだが、もう少し広い目
線で見ると、日本の風土、街並みにあっ
たものを選択していったほうが、場所
が限定されるという意味で必然性が
生まれる。それぞれの工務店が、それ
ぞれの物語を持てる。物語は、良いか
悪いかではなく、好きか嫌いか、共感
するかしないかなので、それぞれの物
語を持つ工務店は共存できる。工務店
それぞれが情報共有しつつ、相乗効
果で（工務店による家づくりを）盛り
上げていきたい。自社の後進も育てて
いきたい。第６フェーズまでいけば後
進に引き継げるステージを用意してい
て、いま、第２から第３フェーズに移
行しようとしているところ。あと20年
ほどで完了できればと思っている。

根っこから建築を変えたい

日本の風土、街並みにあったものを選択


