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賃貸共同住宅の戸内リノベーションにおける心地良い設計の手法研
究を行っています。有休不動産の再生を通して建築デザインの新た
な役割の一端となると考えています。
I am conducting researching methods of comfortable design in
in-door renovation of rental apartment buildings. We think that it
will become one of the new roles of architectural design through
the rebirth of unused building.

Research Contents in Progress

1 賃貸共同住宅のリノベーションにおける床・壁・天井に関する研

究を行っています。予算との兼ね合いから既存の内装部材を転用
する際でも戸内印象の統一を図れるよう、面構成の設 計方法を
検討することが重要です。

I am conducting research on floors, walls and ceilings in the
renovation of rental apartments. It is important to consider
how to design the surface configuration so that the
impression in the room can be unified even when the existing
interior components are diverted from the balance with the
budget.
2 リノベーションされた戸内空間の印象評価についての研究を行っ

ています。どのような空間に心地よさや違和感を感じるのかを明
らかにすることで、経年賃貸共同住宅の再活用に活かされます。

We are researching about the impression evaluation of the
renovated indoor space. By clarifying what kind of space feels
comfortable or uncomfortable, it is used to reutilize the aged
rental apartment house.

MORIOKA Yosuke

最近の研究実績

Recent Research Results

〈リノベーションデザイン／Renovation Design〉
■ 玉川ビル（2012-2017）、杉の宮マンション（2013-2017）、法務
会館（2014-2016）、フォリアオークス（2016-2017）、等多数のビ
ルでリノベーションデザインを実施
TAMAGAWA Building（2012-2017）,SUGINOMIYA Mansion
（2013 -2017）,HOUMUK AIK AN（2014 -2016）、FOGLIA
OKUSU（2016-2017）,etc. Implemented renovation design in
many buildings.
〈家具デザイン／Furniture Design〉
■ 建築輿論展示台（2014）、鳥栖のいえDIYローテーブル（2014）、
王たるキリスト幼稚園特注家具（2009）、等
KEN CHIKU YO LON Display stand（2014）,THE HOUSE OF
TOSU DIY low table（2014）,OUTARUCHRIST-YOUCHIEN
Custom made furniture（2009）,etc.
〈論文／Published Papers〉
■ 既存転用を前提とした賃貸共同住宅のリノベーション−玉川ビル
702号を例として−、日本図学会、図学研究第52巻4号pp.35-36
Renovation of rental apartment premised on existing
diversion-The case of Tamagawa Building room 702-,Japan
Society for Graphics Science,Journal of Graphic Science of
Japan Vol.52 No.4 pp.35-36
■ 法務会館リノベーション、日本図学会、図学研究第50巻4号pp.11-14
Renovation“Houmukaikan ,Japan Society for Graphics
Science,Journal of Graphic Science of Japan Vol.50 No.4
pp.11-14
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Research Outline

進行中の研究内容

基礎造形、インテリアデザイン論 など

フォリアオークス406
リノベーション

