
弟 の 家 — シ ナ リ オ が な い House for Brother – A House with No Scenario
久 野 浩 志 建 築 設 計 事 務 所 Hiroshi Kuno + Associates

住宅のプログラムは、何気ない小さなことでできていると思う。食事を
したり、本を読んだり、夜眠りについたり、はっきりと言葉にできると思っ
ている行為もまた小さな出来事の連続でできている。そんな一つひとつ
言葉にして取り上げることができない、名もないプログラムにもかたち
が必要だと思った。
山や湖のかたちは人間のために作られたものではないけれど、なぜか人
はそこに様々な思いを込める。そして自然はそんな思いをすべて受け入
れてくれる。建築においてもそのような一見意思がないかのように見え
るところまで線を抽象化できれば、住宅の中で起こる曖昧な出来事を受
けとめる空間ができるのではないかと思った。
一見するとなぜそうなっているのかわからない、大きく切り抜かれた間
仕切壁は、何もない大きな空間を上空にいつも残しつつ、プライベート
な場所やパブリックな場所、閉じられた場所や開かれた場所を同時に作
り出す。通常のプログラムを解きつつも、そこに名もないプログラムが
入り込む余地を残している。こうしてできたおおらかなかたちは、ある
特定の機能だけを担うのではなく、常に他のさまざまな機能へと開かれ
たかたちになるのだと思う。
自然の風景がそうであるように、ここで暮らす人が自由にシナリオを書
き込める家。

The program of a residence consists of seemingly small things. Having 
dinner, reading a book, getting to sleep at night, and other actions we feel 
able to express clearly in words are in themselves sequences of small events. 
Those nameless, hard to discern programs each need a form as well, I felt.
A mountain’s ridge line or a lake’s shape was not created for human beings, 
yet people for some reason attach varying thoughts to these natural forms, 
and nature accepts those varying thoughts. If, in architecture as well, the 
lines of forms apparently having no will in themselves could be taken into 
abstraction, then we might be able to create spaces that accept and give a 
place to ambiguous events occurring inside the residence, I thought. 
Into a partition wall, a large opening is cut—one whose purpose is not 
immediately clear. The opening engenders a large, ever-present empty 
space, above, that simultaneously creates a private place, public place, 
closed place, and open place. While opening up the conventional residential 
program, it leaves room for those nameless programs to enter in. The broad, 
generous form created in this way does not only serve one specific function 
but remains open to serving other functions of all kinds. 
The people living here freely depict the scenario of living, just as they do the 
landscapes of nature.
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1 Porch
2 Entrance
3 Living
4 Bedroom
5 Children's room
6 Utility
7 Bathroom
8 Toilet

1 ポーチ
2 玄関
3 リビング
4 寝室
5 子供部屋
6 ユーティリティ
7 浴室
8 トイレ
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所在地　　 北海道小樽市
主要用途　 専用住宅

意匠設計　 久野浩志建築設計事務所
構造設計　 長谷川大輔構造計画　担当／長谷川大輔、安田真弓

設計期間　 2012 年 6 月〜 2013 年 4 月
施工期間　 2013 年 5 月〜 2013 年 9 月

敷地面積　 1004.97m2
建築面積　 109.68m2
延床面積　 137.13m2
主体構造　 地階 RC 造 /1 階木造

撮影 久野浩志建築設計事務所

Loction  Otaru city, Japan
Principal Use Private Residence

Architectual Design Hiroshi Kuno, Hiroshi Kuno + Associates
Structural Design Daisuke hasegawa & partners

Design Period June 2012- April 2013
Completion  September 2013

Site Area  1004.97m2
Building Footprint 109.68m2
Gross Floor Area 137.13m2
Structure  Wood and Reiforced Concrete, 2 stories

Photo  Hiroshi Kuno + Associates


