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家事と子育てが楽になる動線
って、どんな動線?

近年、特に“家事動線”を重視した間取りが注目を集め

ています。1階の洗面脱衣室で洗濯して、2階のベラン

ダで干すというのは一昔前の話。今では、洗濯してその

場で部屋干しできるランドリールームが大人気。更に

はランドリームの隣に大容量のファミリークローゼッ

トを設け、乾いた衣類をそのまま隣にスライドさせるだ

けで、『洗う・干す・しまう』という一連の家事がその場

で完結してしまうという、ママに嬉しい間取りも！

もちろん、ランドリールームに隣接してキッチンがある

ことは、最早、常識です。料理をしながら洗濯したり、家

事の合間にファミリークローゼットで子供を着替えさ

せたり。家事・育児にかかる小さな手間やストレスが、

間取り次第でかなり軽減されそうですよね。そして、こ

の“家事動線”を重視した間取りの最たるものが、今流

行りの『回遊動線』のある間取りと言えるでしょう。

回遊動線を採用すると廊下が増えるので、必然的に
家の面積が増えるか、もしくはLDK等の居室の面積
が削られます。また、出入り口が二方向に増えること
で壁面が少なくなります。そのため、キッチンや洗面
脱衣室の片隅にちょっとした収納家具を置きたい
場合にスペースが足りない可能性があります。

従来の日本家屋のような長い廊下のある家ではな
く、昨今では廊下を極力なくしてコンパクトにまと
めた間取りが好まれる傾向にありましたが、そうし
た考え方と対照的な位置にあるのが、実は『回遊
動線』のプランなんですね。

これまでの一般的な間取りでは、台所仕事をしている最中に

洗濯しようと思ったら、キッチンからリビングを通って一旦廊

下に出て、洗面脱衣室まで行かなければなりませんでした。

その点、『回遊動線』ならキッチンから隣へ移動するだけです

から、家事効率はグンとアップします！

注文住宅のプランニングの際、奥様が主体となって間取りを考える

ことが多いですよね。家事の分担が一般的になってきたとはいえ、

やはりその大部分を担うのは奥様ですから、女性目線で計画した方が

家事効率の良い間取りが出来るんです。

流行りの回遊動線のメリット・デメリット
『回遊動線』とは読んで字のごとく、家の中をぐるぐる回れる動線のこと。
例えば、LDKと洗面脱衣室の両方向からキッチンへ出入りできる間取りです。

『回遊動線』のメリット

『回遊動線』のデメリット

そんな家事効率の向上に最適な『回遊動線』のある間取りですが、当然ながらデメリットもあります。
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Point !

『回遊動線』を採用する場合、キッチンを回遊させるこ

とにより作業通路がパブリックなスペースとなってしま

いますから、料理している最中に家族が洗面所へ出入

りするなど“家事動線”と“生活動線”が交差してしまう

可能性があります。

こういった例も含め、『回遊動線』は家事効率の向上を

中心にプランニングされていることから、“生活動線” が

なおざりになっていることが多いのです。

例えば、『回遊動線』を採り入れたが故に、キッチンから

玄関までどちらを通っても迂回した長い動線になって

いる間取り。よく見かけます。動線はシンプル、かつ“家

事動線”と“生活動線”が交差していないことが基本。

回遊させなくても家事効率のよい間取りを作ることは

可能ですし、無駄に長く迂回した『回遊動線』よりも、回

遊させないシンプルな動線の方が居住性は高いです。

家事効率を最重視したプランでよく見かけるのが、

図のような洗面脱衣室を回遊させた間取りです。

このように洗面脱衣室を回遊させた動線の場合、

子供が小さいうちは気にならないかもしれません

が長い目で見るとあまり好ましいとは言えません。

脱衣室は入浴するために衣服を脱ぐ場所なの

で、クローズドな空間であるべきです。

家事効率と、入浴の際にリラックスできる空間で

あること。どちらを重視すべきか、まずはご夫婦で

しっかりと話し合ってみて下さいね。

動線は“シンプル”が基本

洗面脱衣室の回遊は避けること

『回遊動線』を採用する際には“生活動線”にも
配慮することをお忘れなく！

Simple
is

BEST!

浴室洗面キッチン
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前項で、回遊性を採り入れることにより玄関からLDKまでの動線が
複雑になってしまう場合があるとお伝えしましたが、この動線の不自由
さは日常生活において結構なストレスを生じさせます。
買い物から帰って来た時。玄関からゴミ出しをする時。大きな荷物や
ゴミを持って廊下を迂回するのは、不便ですよね。
そして、この玄関まわりの動線と併せて検討したいのが、玄関収納。

靴やコート類はもちろんのこと、ベビー
カーや三輪車、車のメンテナンス用品、灯油
に園芸用品と何でも収納できてしまいます
が、中は熱や湿気がこもりやすく、靴の匂い
も充満しやすいので、換気設備は必ず設置
しましょう。
また、普通のシューズボックスに比べると
靴の出し入れが面倒なので、結局誰も靴を
片付けずに玄関が吹き溜まりになってしま
う場合もあります。念のため、シューズボッ
クスを後付けできるスペースは設けておい
た方がよいかもしれませんね。

中まで入ってモノを収納できるタイプの
シューズクローゼットです。

まず、人ひとりがやっと通れるくらいのス
ペースしかない上に、迂回しなければなら
ないような脇玄関には注意が必要です。
人は心情的に狭い通路や迂回路を嫌いま
す。脇玄関の使用自体がストレスになり、い
ずれ誰も使わなくなる可能性もあります。
ウォークスルーにするなら、キッチンまで直
通の通り土間が便利です。土のついた野菜
もそのまま置いておけますし、ゴミ出しも楽
になります。
ただし、家族全員がこの通り土間を使うと
“家事導線”と“生活動線”が交差してしまう
ので、これはあくまでも「ママのための動
線」。ちょっと贅沢ですね。

土間収納の利便性と、家族用の脇玄関を
兼ねた玄関収納です。

忘れてはいけない、
玄関からLDKまでの動線計画

今人気を集めている、『ウォークインシューズクローク』といわれる
土間収納。そして、脇玄関を兼ねた『ウォークスルーシューズクローク』
まず、それぞれの収納タイプの特徴を見てみましょう。

ウォークインシューズクローク ウォークスルーシューズクローク
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このように、便利なようでデメリットも多い、ウォークイン・ウォークスルータイプの玄関収納。
そこでオススメしたいのが、クローゼットタイプの土間収納です。

1畳程度の収納なら、このタイプの方が狭さ
を感じません。
最下段は棚を入れずに広めに取っておけ
ば、灯油缶やママのロングブーツも直接土
間に置いて収納できますよ。もちろん、扉を
閉めれば中は一切見えません。
コート類の収納についても、きちんと考えて
みる必要があります。買い物して帰って来た
時や、赤ちゃんを抱っこしている時など、外
からコートを着たままリビングに直行して
いませんか？。冬は寒いからリビングまで
コートを着たまま、という人も多いでしょう。

このように考えると、コート類の収納は玄関
よりもリビング付近にあった方が実は便利
なのです。
また、ベビーカーや三輪車を玄関土間へ収
納するのは、段差もあって結構大変。ベビー
カーごと抱えて運ぶのか、片手に赤ちゃん、
片手にベビーカーを抱えて運ぶのか…。
いずれにせよ、外から直接出入りできる屋
外収納も検討の余地がありそうです。
車のメンテナンス用品や園芸用品も外で使
うものですし、自転車も収納できますよ。

収納するものを考えて計画を 
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子供の「お手伝い」を促すためのキッチン計画 

だけど、このアイランドキッチン。
『回遊動線』を上手く生かした形状が、ママの「一緒にキッ
チンに立つ」ストレスを減らし、子供の「お手伝いをした
い」欲求を叶える上で非常に有効なのです！
なんと言っても、親子で向かい合って一緒に作業ができる
ので、料理をしながらコミュニケーションが取りやすい。
他の調理をしながら、子供がおぼつかない手で包丁を
使っているのを目の前で見ていられるのは安心ですよね。
火や油を使っていても、離れた場所で作業できるので危
険性は少ないです。

一般的なI型やL型のキッチンでは作業台が狭く二人同時に使えないので、
一方が作業台を使い終えるのをもう一人は待っていなければなりません。
引き出しや冷蔵庫を開け閉めしたり、熱い鍋を持って移動したり、揚げ物
をしている時なんかに背後をウロウロされるという状況は、狭さを感じる
だけでなく危険も伴います。それがストレスとなって、子供の中に芽生えた
「お手伝いをしたい」という気持ちを、「また今度ね」という言葉で摘んでし
まうママもいるのではないでしょうか？

小さなうちから一緒に料理をすることで、子供のお手
伝いを習慣化することが可能になります。そのお手伝
いの習慣化に一役買ってくれるのがアイランドキッチ
ンですが、お手伝いのためだけに使用するのではもっ
たいないですよね。パパのお弁当を作るのを手伝って
もらったり、一緒にパンやケーキを焼いてみたり。

年末に家族みんなでおせち料理を作るのも楽しそうで
すね。アイランドキッチンは、必ずしもホームパー
ティーを楽しむ人のためのものではありません。
家族で過ごす時間を、存分に楽しんで下さい。

掃除やお片付けの苦手なママにとって、アイランドキッ
チンを「見せるキッチン」と考えることは心理的な負担
にも繋がります。なので、アイランドキッチンは「家族の
ためのキッチン」と割り切ってしまうこと。
リビングとダイニングキッチンを建具で仕切り、普段は
フルオープンに。いざという時は閉め切るようにすれ
ば、急な来客でも安心です。

また、アイランドキッチンは家族みんなで一緒に料理が
出来るだけでなく、みんなで一緒に片付けしやすい形
状でもありますから、片付けそのものを習慣化してしま
うという手もあります。食器を流しへ運ぶ人、食器を洗
う人、キッチンのワークトップを掃除する人。
このように担当を決めてしまえば、常に一定の美しさ
はキープできるはずです。

おすすめは、やっぱりアイランドキッチン！

だけど、いつもキレイにしておくのは大変…

夫婦でキッチンに立つ。親子で一緒に料理をする。なんとなく憧れますが、
キッチンの形状によってはこれが結構難しかったりします。

誰もが一度は憧れますが、
「いつもキレイにしておくのは大変」と
諦めてしまう奥様も多いですよね。

アイランドキッチンで家族の時間を

Island
kitchen

3
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「玄関からリビングを通って子供部屋に行くので、思春
期になっても子供の様子がわかりやすい」
というメリットを引っ提げて一世を風靡した、リビング
階段。しかし冷暖房効率やプライバシーの問題もあり、
最近では賛否両論といったところでしょうか。

「子供部屋が広くて居心地がいいと子供が部屋にこ
もってしまうから、子供部屋は寝るだけの広さがあれ
ばいい」という声もよく耳にします。子供が部屋にこ
もって出て来なくなることを危惧している親御さんは
本当に多いですよね。
実際の所、部屋にこもるかどうかは家族の雰囲気や子
供本人の資質による所が大きく、家の間取りでどうこ
う出来ることは少ないです。
リビング階段でも、「ただいま」も言わずに知らん顔で
自室に直行する子もいれば、立派な子供部屋があるの
に寝る時しか使わない子もいますからね。

習慣というのはおそろしいもので、子供の頃は部屋に
こもって遊んでいたのに、大きくなったらリビングで過
ごすようになった、などということはまずありません。
子供が部屋にこもることを避けるには、子供部屋をお
もちゃ部屋にしないこと。将来、一人で寝られる年齢に
なるまでの物置と割り切ることです。
そのためには、LDKのそばに子供のためのスペースを

設けてあげる必要があります。今は「リビング学習」が
主流ですから、スタディーコーナーのあるお宅も珍しく
ありません。
子供が小さいうちはここにおもちゃを置いて遊ばせ、
小学生以上になったら勉強できる環境を整える。
落ち着いて勉強できる環境であれば、かなり長く使え
るはずです!

一般的なスタディーコーナーというと、壁に向かって奥
行き45cm程度のカウンターテーブルを設置しただけ
のものが多く、「これでは小学校中学年くらいまでしか
勉強できないな」というのが正直な所。
スタディーコーナーのすぐ後ろにダイニングテーブル
があって家族がウロウロしている、などという配置は
もってのほかです。LDKで過ごすことを習慣付けるた
めには、せめて中学校を卒業するまでは集中して勉
強できる環境が必要です。
壁に向かってテーブルを設置するのであれば、圧迫感
を減らすため奥行き最低60cmは欲しいところ。イスに
座った状態で、背後に人ひとり余裕を持って通れるく
らいのスペースも必要です。

子供が部屋にこもらない動線・間取りとは？

長く使えるスタディーコーナーとは

スタディーコーナーの配置は、LDKから程よく気配が
感じ取れるけれど、騒がしすぎない、見えすぎない場
所。2～3畳程度の広さがあるのが理想ですね。

子供がLDKで過ごすことを習慣化させる

Study!

4
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部屋の広さが家族関係に影響を与えることはありませんが、
LDKのそばにきちんとしたスタディーコーナーを設けるので
あれば、子供部屋はコンパクトなもので十分です。

ママ目線で子供が小さいうちに家を建てると、家事効率はよいもの
の、目先のことだけを考えた間取りになりがちです。
洗面脱衣室を回遊させる間取りもその一つ。ファミリークローゼット
にしても同じで、果たして子供が中学生、高校生になっても機能する
かどうかをよく考えてみる必要があります。子供部屋も、子供が3人い
るからと6畳間を3人分作ってしまうと全員独立してしまった後が大
変です。なので、空き部屋になる可能性のある部屋はできるだけコン
パクトにし、可変性を持たせる必要があるのです。

「現状」のことだけ考えた間取りは
絶対に後悔する

可変性があれば、子供たちの人数だけでなく年齢・性別によっても
様々な組み合わせで部屋を仕切ることができるので、より可能性は広がります。

子供部屋は6畳？ それとも4畳半？4

5

子供が2人以上いる場合、もしくは今後まだ増える可能性がある
場合は、子供部屋は仕切らず可変性を残しておきます。

12畳程度の部屋の例

年齢差のある3人兄弟なら、5畳と7畳に仕切って
一番上の子が5畳を個室として使い、下の2人で7畳を。
上の子が独立したら、真ん中の子が7畳、末っ子が

5畳を個室として使うことができます。

姉妹なら5畳を2人の寝室として使い、
7畳にローテーブルや収納家具を置いて
セカンドリビング的に使うのも◎

子供2人なら6畳2間に仕切ることができます。
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一時期流行った、家事室。

洗濯物にアイロンをかけて、たたむ。ミシンや裁縫道具を

置いて、学校のお便りなんかもここに保管します。非常に

便利そうに思えますが、それまでリビングでテレビを見

ながら家事をしていた人は結局、洗濯物や裁縫道具を

持ってリビングに移動してしまうでしょう。こんなに立派

な家事室いらなかった…と、後で後悔しても遅いのです。

アイランドキッチンやリビング階段も、日頃からきちんと

室内を整理整頓しておく習慣のない人にはかなりハード

ルが高いです。

今、整理整頓・片付けができていないのであれば、リビン

グ階段は採用しない。アイランドキッチンは来客から見

えないよう間取りを工夫しましょう。

間取りにライフスタイルを合わせない

一生に一度のマイホーム。

理想を全部詰め込んだ豪邸を建てられるのならよいのですが、多くの人は

予算と相談しながら、必要なもの、なくてもよいものを取捨選択していくことになります。

「これは本当に必要だろうか」

「子供が高校生になっても、これは使うだろうか」

今現在の生活習慣と、10年後、20年後の生活を考えながら、

家族がより長く機能的に住める間取りを考えてみて下さいね。

もう一つ、間取りを考える上で大切な事は、理想の生活を追い求めないことです。
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