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連 載・第2回

英語教師から転身！
ニューヨーク出身のダニエルです

　皆様のおかげで2022年９月、無事27期
を迎えることができました。まずは26期を
振り返りたいと思います。
　1つ目は自由度の高い働き方の定着で
す。オンプレミスのデータをクラウドスト
レージに移行し、在宅勤務やフレックスタイ
ム制度などの導入により、場所の制約がほ
ぼなくなり、自宅や外出先での業務がストレ
スなく可能になりました。またウェブミー
ティングも日常的な風景となり、本当に自由
度が大きくなりました。
　2つ目は人材の社員の多様性です。4月に
は新卒女性技術職が入社し、社内女性比率
は約50％となりました。またベトナム人の
TUさんが入社し、9月にはアメリカ人の
Danielさんが入社するなど人材の国際化も
進んでいます。今後更に国際化する建築設
計業界に対応できるように準備を進めてい
きたいと思います。
　営業面では、売上高1.9億、前年度微増と
なりました。今後も更に良い仕事をし、着実

に売上高を確保したいと考え
ています。
　さて27期はチャレンジがあ
ります。4年前より準備を進め
ていましたが、ついに12月、ベ
トナムダナンに子会社を設立
し、来年2月から稼働開始しま
す。しばらくは本社の設計や
企画・プレゼンテーションなど
を担い、ゆくゆくは東南アジア
諸国の設計に携わりたいと考
えています。人口減少社会の
日本においては、国際化は避
けては通れません。様 な々困難もあるかと思
いますが、社員一丸となり、できるだけ早期
に軌道に乗せ30期には全社研修をベトナ
ムで開催したいと考えています。

　成田国際空港の新たな貨物エリアとし
て整備される第8貨物エリアの待機所設
計業務を手がけました。成田国際空港は
「サステナブルNTR2050」を掲げ、空港運
営や建設事業の脱炭素化を目指していま
す。本計画もその例に漏れず、ZEB認証の
一つである「ZEB Ready」を満たすべく事
務所の「ZEB化」を基本設計から検討し、
屋根・外壁・建具・空調・照明等の仕様を
決定しました。
　建物の高断熱化には二重折半断熱屋
根・樹脂サッシの採用、空調機器は高効率

空調・全熱交換器を導入し空調エネル
ギーを削減、人感センサーによる照明制
御等を採用することで照明エネルギーを
削減しました。その結果､一次エネルギー
消費量を50%以上削減することで「ZEB 
ready」を達成しました。
　「ZEB ready」は建物内でZEB化を実
現するための第一段階です。創エネルギー
活用は行わず、いかに省エネルギー化を
図れるかが重要です。実際にはエネル
ギーや光熱費の削減を目指すだけでなく、
成田国際空港のブランド価値のアップ、さ

らには災害時の運
用にも大きく影響
するため、長期的な
視点でコストと価
値を考え、イニシャ
ルとランニングだけ
でなくメンテナンス
性も含めた総合的
な設計が求められ
ます。これからも社会に貢献する
建築物の設計を心掛け邁進して
いきたいです。

至 梅田

至 千里中央
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空間デザイン
大阪本社

〒564-0062
大阪府吹田市垂水町 3-24-1
シンプレス江坂 402
TEL 06-6192-8751
FAX 06-6192-8752
地下鉄御堂筋線『江坂駅』北口下
車。東に徒歩５分。大同生命ビル
と江坂公園を通り抜けたらすぐ
です。

空間デザイン通信　24号

編 集 後 記
　こうやって出来上がった原稿を眺めるとベトナム人
の TU さんに続いてアメリカ人のダニエルさんが入社
し、ベトナムの子会社がいよいよ設立、当社は一気に国
際化が進んでいます。この調子であっという間に「もう
来週ベトナムへ研修旅行出発だ！」となればよいのに…
と期待しながら毎日の仕事に勤しむ日々です。それまで
には、ベトナム語も英語も少しは理解できるよ
うになりたいものです。我が社の頼もしい外国
語教師陣と私達のやる気にこうご期待。

27期のスタートは念願の海外進出！
ベトナム第三の都市ダナンに子会社を設立！

働き方

新人

建設事業の脱炭素化が進み、
環境省が促進するZEB案件が増えてきています設 計

　今年 9 月より入社したガーウッド・ダニエ
ルと申します。ニューヨークで生まれ育ち、大
学の建築学科を卒業し、交通計画企業で8年
間プランナー・デザイナーとして働きました。
　コロナ前の令和元年に家族で来日し、日本
語を学ぶとともに、ごちそうがようけある徳島
県で小学校の英語教師として仕事しました。
　家族で上京し、思い切って、建築の分野に戻
るため、入社いたしました。毎日、初めて聞く言葉、仕事のやり方、新し
い技術などの事にチャレンジするのは難しいです。しかし、一人で取
り組んでいるわけではなく、先輩たちのご指導のおかげで、私のまだ
出来ない事がドンドン出来るようになっています。海外案
件のサポートやビジネス英語を活かす機会を楽しみにして
おります。引き続きよろしくお願いいたします。

　東京事務所では、レイアウ
ト変更に伴いフリーアドレ
スにチャレンジしました。
　毎回私物の持ち歩きが大
変だなと思いますが、帰宅時
には机の上の清掃やごみ捨
てが必須になったので、整理
整頓されるようになりまし
た。必要書類も個人所有が減
り、情報の共有化が徐々に出
来るようになってきました。
社員からも、「コミュニケー
ションが取りやすくなった」
「自宅と職場の環境が同じに
なったので作業がしやすく
なった」「気分で好きな場所
に座れる」「その日の業務内容によって席の移動が出来る」な
ど積極的な意見が出ています。デメリットとしては、朝遅いと
席が選べないことや荷物整理が終わらない…など
の意見がでましたが、どちらかというとみんな楽し
んで席を移動し作業する日常となっています。

（ダニエル）

File 7空間デザイン・トイレ設計事例

内神田 尾嶋公園
（東京都・千代田区）

（檜山）

　内神田尾嶋公園にある便所を解体、新設しました。 新設のト
イレは後ろに見える建物がガラス越しに木目が見えるため、それ
と公園内にある木と調和するように出入口上部に木目
調のルーバーを設けました。 また、色合いも木目調の
ルーバーを目立たせるように落ち着いた外壁の色にし
ました。 （渡邉）

建築設計のこと、監理業務のこと、お気軽にご連絡ください！株式会社空間デザイン

毎日気分が変わり、会話も増える
フリーアドレスを導入！

（中尾）

ダナンはベトナム中部にある港町で、中部最大の商業都市です。近年は、
世界中のセレブが訪れるアジア屈指のビーチリゾートとして急成長して
います

阿部弘明

株式会社 空間デザイン
代表取締役社長

（鈴木）

机に上になにも置かれていないの
で、事務所がいつも明るく、綺麗に
なりました

※ZEBとは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにする
ことを目指した建物のことです。弊社はZEBの計画や工事の専門家である「ZEBプランナー」の資格を取得しております。

※

ピンク色がとても美しいダナンの大聖堂の前で。
27 期の空間デザインもどうぞよろしくお願いいた
します



　徳島県の上勝町にある環境型
複合施設に行ってきました。ゴミ
ステーション・無料のリサイクル
ショップ・ホテル・交流ホール・
ラボが併設された複合施設で、
上勝町で伐採された木材や不要
になった家具などを利用して建築
されたものです。
　各施設としての基本的な性能
や、法的な与件などは守られてい
ると思いますが、建具や内部の家具などは不要になったものが再利
用されています。法則は設けられているのでしょうが、既成概念から
外れている利用法にびっくり。建築って『ああ、なんでもアリなんやな』
と思う反面、ゴミで作られた空間が用途を持って、意味を
なしていることに気づき、建築とは空間を作ること、空間に
意味を与えること、と再認識しました。
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　9月15日、16日に、27名の全社員を対
象とした27期全体研修を実施しました。今
年度は、コロナ禍ということもあり、リアルと
オンラインのハイブリッド形式での実施とな
りました。
　今回の全体研修のテーマは、「人材育成」
で、2022年4月～8月まで取り組んだ「人
が育つ組織づくりプロジェクト」の説明とディ
スカッションを行いました。
　このプロジェクトを進める理由は、今まで
社員同士で、どんな仕事をしているのか棚
卸的なことはやっておらず、社員教育を行う
にあたって、誰に何を教育して良いか目標が
定まらないことを課題としてとらえていたから

です。背景には、会社の成長に伴っ
て社員数が増加するとともに大阪・
東京と拠点が分散し、対面でのコ
ミュニケーションが減少したこと、
社員の増加、業務内容の拡大な
どの変化に沿う「組織づくり」が
遅れていたことがありました。
　2日間の研修で、会社の成長を
支える「人が育つ仕組み」を整え
ることを目的に、「期待される社員
像と成長支援」シートの作成を行
い、期待される社員像、成長ステッ
プ及びそれに見合うスキルの明確化、育成
制度・フォロー体制の明確化を行い、シー

トにまとめ可視化しました。１人ひと
りの強み・弱みの見える化を行い、
目標を持ち日常業務に取り組める、
また、それを支援できる環境を目指
しています。この全体研修・プロジェ
クトを通して、会社の将来を考え、

自分たちの意思で主体的に行動するきっか
けをつかめたように感じています。また、１
人ひとりの考え方にも触れるとても有意義な
時間を過ごすことができました。関係者の皆
様に心から感謝するとともに、１人ひとりの
成長を大切に「人が育つ組織」に
向けこれからも努めてまいります。

　ベトナムの子会
社設立に伴い、社
内体制や就業規
則、働き方など国
際基準に変更して
います。会社案内
や求人票は英語や
ベトナム語で作成
するなど、書類を
日本語以外で表記することも多くなりました。日本人の感
覚で進めてしまいがちな働き方も見直し、国籍を問わず
同じ環境で、ワークライフバランスを取りやすい職場へ変
わっていけるように、社員同士でディスカッションしながら
進めています。
　また、語学習得の勉強会も定着してきました。外国人
は日本語の学習、日本人はベトナム語や英語の学習を、

先生役は素人ですが、回数を
重ねるたびに学びあい、高め
あう雰囲気が出てきています。
今後もスポーツ大会やランチ
ミーティングなど共有する時
間を増やしていく予
定です。

　ひと月～ふた月に１、２回の頻度で、外
部から講師を招き、社内セミナーを開催し
ています。この半年は建築だけでなく、スト
レスとの向き合い方や、ハラスメントについ
て、防災机上模擬訓練など幅広い内容に
ついて学びました。
　リモートでの開催や、対面開催でもリモー
ト参加も可能とした結果、毎回多くの社員
が参加しています。
　セミナー内では、例に挙げられた問題に
ついて自身で考える機会も多く、盛んに意
見交換や質疑応答がなされており、とても
有意義な時間となっています。

　また、その後の話題にの
ぼったりと社員の意識に
残っているようで、少しず
つ効果を感じているところ
です。今後も学んだことを
一層実践に移していけるよ
う、励んでいきた
いと思います。

受賞 全体
研修

人が育つ組織づくりを目指し、
全体研修を大阪で実施しました！

国際化

セミナー
充実の
社内セミナー

国際化・多様性に富んだ
労働環境の取組み

日本トイレ協会の「グッドトイレ選奨２０２２」で、
作品賞を受賞しました！

（八田）

（笹田）

（谷口）

建築
探訪 

ごみのない社会を目指す上勝町の
「ゼロ・ウェイストセンターWHY」

　新宿駅東口出てすぐの安与ビル、設計は
早稲田大学理工学部教授を務めた明石信
道。夕方から夜間にかけて、L型のコア平面に
取り付く各階ずらした八角形平面のルー
バーが輝く外観は何とも言えず美しいです。
その6階・8階・９階が、茶懐石の店「柿傳」　
内装は谷口吉郎さんがデザインしています。
障子の桟の割付けや見付（縦桟残と横桟の
見付を面取りで変える）など細かい工夫が沢
山あります。
　個室や茶室などもありますが（当日はお茶
会で見学できませんでした。残念！！）、椅子
席もあり、気楽に美味しい懐石料理がいただけます。私達は、気楽な椅
子席ですっぽん料理をいただき英気を養いました。なお１階エントラン
スホールも大胆な幾何学模様デザインの、壁や天井があり、見どころ満
載の建物です。料理と共に建築もご堪能ください。

東京都新宿区新宿 3-37-11 安与ビル6～9階
電話03-3352-5121

阿部さんの

京懐石 柿傳

　弊社がデザイン・設計をした成田国際
空港のお客様用トイレが、日本トイレ協会
から表彰されました。
　日本の玄関口のトイレなので、企画設計
段階より検討と試作を重ね、製作の技術
力とこだわりによって完成されたトイレが
受賞できて感無量です。
　設計は、スーツケースなど大きな荷物を
持ったお客様や子育て世代の利用しやす
さを考え、混雑を緩和する動線計画を立て
ました。パウダーコーナーの整備や、多機
能トイレの機能分散など最新のユニバー
サルデザインも導入。
　また、異性介助や男女別トイレが使いづ
らい方のため、発達障がいの当事者団体

へのヒアリングを実施
し、性別問わず利用で
きる【ALL GENDER
トイレ】をはじめて導
入しました。
　デザインは、ゆった
りと時間を過ごしてい
ただく出発コンコース
トイレを【雪】とし、日本の名残を感じてい
ただけるよう和の空間を演出。賑やかな商
空間のある出発ロビートイレを【月】とし、
最後の時間にほっと一息つける空間を演
出。これから始まる日本で過ごす時間に期
待を膨らます到着ロビートイレを【花】と
し、期待や高揚感に応える華やかな空間

を演出しました。
　また、タイルや鋼板という無機物な素材
で、幾何学的なひし形パーツを作り、日本
らしさを表現し、日本の美やおもてなしを
感じさせる空間としました。成田
空港を利用する際は是非トイレ
をご利用ください。

※日本トイレ協会が「みんながいつでもどこでも気持ちよくトイレが使える」環境を作り、それを持続できる社会をつくることを目標に、顕著な活動の実践
や、提案を行っている方を、顕彰するものです。

※

新宿駅東口でひときわ目立つ
外観。夜はライトが美しい
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新宿安与ビル 京懐石「柿傳」

受賞した「雪・月・花」のトイレは、成田空港の第一旅客ターミナルにあります

全体研修は、以前リニューアルを手掛けた COCOflap 江坂で行い
ました

2 日間に及ぶ研修で人材育成について熱くディスカッションを重
ねました

（都澤）

古民家や廃校の窓枠
を使った外観は圧巻

上勝町は日本で初めての『ゼロ・ウェイスト（Zero＝0、
Waste=廃棄物）宣言』を行い、ごみ自体を出さない社会を目指
しています。上勝町ではごみ収集を行わず、生ごみは各家庭で堆
肥化。瓶や缶などのさまざまな「資源」を住民各自が『ゴミステー
ション』に持ち寄って45 種類以上に分別しています

ホテル外観

や す よ か き で ん

会社案内は、日本語と
英語併記のデザインに
リニューアル

図面を見ながら身振り手振りでの打ち合わ
せも、あたりまえになってきました

（相原）
ストレスとの向きあい方
や災害時の対策セミナー
は多くの社員が参加

施設全体は「？」の形をしており、環境問題を問いかけているよう
な建築デザインです（写真提供：上勝町役場）

空き瓶のシャンデリア


