
 
 

建築の転用に見る内部空間の美的印象の発現 
～倉庫から事務所への転用事例を対象にして～ 

Expression of the aesthetic impression of the interior space to 
see the diversion of construction 

～Intended for diversion case to the office from the 
warehouse～ 

時空間デザインプログラム 
12_11408　野村英太郎　Eitaro Nomura    

指導教員　斎藤潮　Ushio Saito 
第１章　序論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
1-1 背景と目的 
近年、人口減少・空き家率増加などの問題から既存ストッ

クを活用する意識が高まり、地方・都市に関わらず既存の
建築を修繕、改修などして再利用するリノベーションや、全
く異なる用途として扱うコンバージョンが行なわれている。
しかし、その結果として建築空間に生じるある種の美的価値、
すなわち転用空間の美的な側面についての議論は十分でない。
本研究では、①用途転用が行われた建築の内部空間を”転用
空間”と定義し、②転用の仕方次第では見る人にある種の魅
力や迫力を与え得ること、転用空間のどのような要素が転用
前と異なる印象を形成するのか、この２点を明らかにする
ことを目的とする。 
1-2 研究の位置付け 
　用途転用が行われた建築物を対象とした既往研究の多く
は、建築の設計手法に焦点を当てている。転用行為による
美的価値創出の可能性に着目したものは少ない。そのうち
岡田(1)と会田の論文(2)は”印象の飛躍”に類するモデルを提出
しており、本研究の関心に近い。本研究は、その印象の飛躍
の内容を実験心理学的に明らかにする点で独自性がある。 
1-3 研究の対象 
　用途転用が行われた建築を1990~2015年に発行された「新
建築」に掲載された全160事例から参照した。転用前用途が
倉庫、転用後が事務所である下記４事例を研究の対象とし
た【表1】（以後、それぞれを事例1~4と呼ぶ）  

事例数が多かったことと、それぞれに対する印象が離れてい
ると考えられることが選定の理由である。 
1-4 研究の方法と構成 
　本研究は５章から成り、２章では、SD法を用いて人々の
倉庫と事務所、転用空間に対する印象を数値化し、転用が
行われることにより、その内部空間に対してどのような印象
の変化が起きるかを調査する。３章では２章で得られた実
験結果に分析を行い、４章では、印象実験の結果から考察
を行い、５章にて結論とする。 

第２章　印象実験　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　 
2-1 実験の枠組み　 
　本実験ではSD法を用いて印象を数値化し分析する。SD法
とは、被験者に形容詞対を両端にした評定尺度を多数与え、
それぞれの尺度によってさまざまな刺激(もしくは概念)につ
いて評定するものである。また、その数値により、対象の

印象を意味空間内に置くことができ、その座標間の関係を
探ることで、その意味同士の距離を測ることができる(3)。 
2-2 形容語の選定 
　SD法で扱う形容語について、下記の①、②で抽出した語
を非建築系の学生３人とディスカッションを行い選定した。
①新建築(4)内で、倉庫から事務所に用途転用された建築物に
対して設計者がその建築を表現する語として使っていた語。 
②フランク・シブリーの古典的論文「AestheticConcepts」
（1959）より美的用語から抽出したもの。 
結果、実験で実際に扱うのは下記の13語である。 

2-3 実験方法 
　実験方法について、被験者に刺激として「倉庫」「事務
所」という文字と4事例の転用空間を写した写真を提示し、
それらに対して2-2で選定した13の形容詞対を以って6段階
評価のSD法を行った。さらに、転用空間の写真については 
写真の中で注目した部分を自由記述にて回答してもらった。 
 
第３,４章　実験結果と分析,考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
3-1 実験結果 
　被験者61人に対して行った印象実験の結果を集計は本論
の付録にある通りである。 
3-2 分析 
　2章で得られた実験結果について、各事例ごとにプロ
フィール分析と主成分分析を行った。 
　SD法から得られた結果に対してプロフィール分析を行っ
た結果、倉庫や事務所にはなかった新たな美的印象が発現
したことが読み取れた。結果は下記の通りである。 
・全事例共通「新しい感じ」「独特な」「不思議な」 
・事例１「華やかな」「楽しい」「柔らかい」「温かい」 
・事例２「華やかな」「新しい」「優美な」「柔らかな」 
「温かい」 

・事例３では「優美な」「繊細な」 
・事例４では「優美な」「楽しい」「新しい」「華やかな」
図1のグラフは、倉庫、事務所、事例２に対する印象(数値)
を平均化したものを使ったプロフィール分析の結果である。
(縦軸の数値は横軸の語に対する印象の強さを表している) 

自由記述に対するプロフィール分析を行った結果、４事例に
対するコメントは「素材・色彩・形態への言及」「装飾へ
の言及」「空間構成への言及」の３つに大別できた。また、
それぞれについて、何に注目したかと、そこからどのような
印象を受けているかを樹形図で表した。次の図２は事例２
における例である。 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【図1】　事例２の実験結果に対してのプロフィール分析

事例1 ライゾマティクス オフィス
事例2 ブルーボトルコーヒー　清澄白河ロースタリー＆カフェ
事例3 TBWA\HAKUHODO（新建築）
事例4 THE NATURAL SHOE STORE オフィス

【表1】研究の対象事例

【表2】実験で使う形容語一覧

温かい 優美な 落ち着きがある 清潔感のある 繊細な
楽しい 新しい 力強い 広々とした
不思議な 独特な 華やかな 調和のとれた



 
例えば、上記の事例２に対する２つのプロフィール分析を合
わせて考察を行うと次のようなことが考えられる。 
①倉庫の要素として残っている鉄骨について、被験者は「冷
たい」印象を持つ傾向があった。転用の際に壁や天井に備
付けられたガラスと、鉄骨、植物の３要素によって、空間に
「温室のような」イメージが生まれ、一般的な倉庫、事務
所には見られない「温かい」印象が生まれた。新しい素材
が取り入れられたことによる倉庫のマイナスイメージの払拭
が起きている。 
②備え付け方によって、同じ素材(ガラス)でも好ましい印象
を与えるかどうか変化する。  

　主成分分析を行った結果は
左の表の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
表３の結果から倉庫と事務所
の主成分得点の差を見ると、
第一成分においては2.17698…
①、第二成分においては
0.20814…②、第三成分にお
いては1.83787…③となって
いる。①と③に比べ、②の値
が非常に小さいことから、第
二成分においては倉庫と事務
所を区別する成分として不十
分であると考え、今回は①と
③の成分で倉庫と事務所との
印象を比較することとする。 
　第１成分は、優美な、明る
い、清潔感といった変数に関
連しているので、第１成分は
「繊細成分」と名付けられる。
第３成分は、不思議な、独特
な、広々としているといった
変数に関連しているので、第
３成分は「個性成分」と名付

けられる。それを元に、第１成分を横軸、第３成分を縦軸
にして形容語の成分行列の因子負荷値と事例ごとの成分得点
を直交座標にプロットしたものが下の図３である。 

この図から、次のようなことが考えられる。 
①事例の多くは転用行為によって、個性的で繊細な印象の象
限へシフトしている。 
②事例２は第１成分において倉庫からの飛躍が最も大きい
ものであり、事務所からは他の事例と同様に第３成分にお
いて大きく飛躍が起きている。これは、図2と合わせて考え
るとこの空間が「温室のような印象」を与えていることが要
因にであることを示唆している。 
 
 

 
第５章　結論と今後の課題　　　　　　　　　　　　　  
5-1 結論 
①転用行為によって、倉庫(転用前用途)にも事務所(転用後用
途)にもない、美的印象の発現の可能性を明らかにした。 
②転用行為によって「印象の飛躍」が起きることを示し、そ
の内容を具体的に明らかにした。印象の飛躍は、転用前か
ら転用後に向けた飛躍ではなく転用行為によって、転用前用
途にも転用後用途にもない、新たな印象への飛躍であると
考えられる。 
③転用空間を見る上で注目される要素について「素材・色
彩・形態」と「装飾」と「空間構成」に大別でき、倉庫か
ら事務所へ転用した例では、主に素材への注目が多い。 
5-2 今後の課題 
①写真を提示した実験方法について、写真の構図、色彩のバ
ランスなどが被験者の影響に大きく影響を与えていること
が懸念されるので、実際に内部空間を見せるなどの実験方法
を検討する必要がある。 
②多数の事例から見て、転用空間は多様であり、本研究は
その中の１転用パターンから印象の飛躍を見たのみである。
今後様々な事例で検証しその可能性を確かにすることが求
められる。 

【主要参考文献】 
1)「テクノスケープリノベーションの意味論的研究」2006 岡田昌彰  
2)「転用空間に関するデザイン論的研究」1998 会田友朗  
3)「SDとイメージの測定」岩下豊彦 1992 
4)「新建築」84-10~90-9 新建築社 
 
【補註】 
*1 グラフ中の数字はそれに対して言及した人の数で、１人が複数の言及を
行っている場合もカウントに入れている。1つの印象に複数の要素が関連して
いる場合はそれらすべてが関わった時に生まれる印象である。
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成分1 成分2 成分3
温かい 0.817 -0.549 0.171
優美な 0.891 0.016 0.435
落ち着き 0.063 0.953 0.180
明るい 0.910 -0.354 0.109
硬い -0.532 0.814 -0.127
清潔感 0.922 0.248 0.265
楽しい 0.305 -0.793 0.524
新しい 0.769 -0.148 0.609
力強い -0.846 0.130 0.477
繊細 0.861 0.236 0.319
不思議 0.238 -0.207 0.910
独特な 0.328 -0.380 0.857
華やか 0.645 -0.588 0.482
調和 0.319 0.916 -0.111
広々 0.038 0.164 0.782

第１主成
分得点

第２主成
分得点

第３主成
分得点

倉庫 -1.86931 0.34546 -0.06045
事務所 0.36707 0.13732 -1.93797
事例１ -0.15035 -1.39899 0.30807
事例２ 1.08205 -0.08101 0.20453
事例３ 0.37116 1.59424 0.74005
事例４ 0.19938 -0.59703 0.74578
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【図3】意味空間における形容語の因子負荷値と事例の成分得点

【表3】形容語を変数とした成分行列

【表4】事例ごとの主成分得点

【図2】*1


