
2018年8月20日＇建築資格研究会（

１．予測課題１の解説
・予測課題１の解説は、各項目別で記載する。　⇒どのような考えで予測課題１を作成したかなどを列記するので、参考にして頂きたい。

・試験では、試験開始と同時に、20分で課題を読んで内容を把握する＇階振り等含む（。　⇒課題は、ほぼ定型文なので、定型文との違いをチェックするように読むと、早く読めるようになる。

・試験日までの昼休み15分だけでよいので、この課題読みを毎日読んで訓練をすると、課題が早く正確に読めるようになる＇課題の読み落としは即失格ランクⅣになる（。

予測課題１のポイント解説　【平成30年度の設計課題 「設計課題　健康づくりのためのスポーツ施設」】

 
Ⅰ．設計課題の解説 
 
設計課題は、計画するための地域環境、計画目的、施設機能及び特に重視することなどが
書かれている。ここは、この設計で重要となることが書かれているので、簡単に読み進めない
ようにしたい。 
予測課題１では、建設場所が「中心市街地」であること、「高齢者＆地域住民」が利用するこ
と、「パッシブデザイン」を積極的に取り入れることの内容とした。 
 
 
１．敷地及び周辺条件の解説 
 
敷地及び周辺条件は、左記＇1（～＇6（までの内容が毎年出題される内容とほぼ同じである
＇定型文（。 
本内容も従来通り、ほぼ定型文であることから、この文章を暗記して、試験で異なる部分を確
認するというチェック読みが有力である。 
 
建ぺい率と容積率は、普通に設計するとクリアできると推定する。 
ほぼ建ぺい率の限度も80％との出題と予測するが、万一、60％で出題された場合は注意を
要する。 
 
地盤の状況は、良好であるとした。 
他の出題方式としては、「支持地盤は、ＧＬ-1.5ｍ」等の数値を示す場合である。ＧＬ-2ｍま
でなら、ベタ基礎が採用できる＇それ以下の場合は、地盤改良などすれば利用可能である（。 

 
敷地図の解説 
 
敷地図は、敷地形状＇寸法（と面積、接道条件、周囲環境が示される。 
予測課題１の敷地としてのチェックポイントは、敷地面積＇50ｍ×36ｍ＝1,800㎡（である。本
年度の課題では、平面図３面であることから、Ａ２判解答用紙の都合上、かなりの確率で、50
ｍ×36ｍ程度の敷地となると推定する。 
 
道路は、利用者主出入口と管理者通用口の２方面が取りやすい、最も基本となる２面道路と
し、その道路を南側と西側に配置した＇北側と東側の２面道路等も出題される可能性はある（。 
 
ここのチェックポイントは、２面道路のどちらの道路幅が広いかという点である。広い方の道
路側が「主アプローチ」となる。また、狭い方の道路は、「副アプローチ」となり、動線交差の
都合上、管理者用出入口となる。道幅が同じ場合は、敷地距離の長い方に面した道路が主
出入口側となる。 
なお、歩道があるので、歩道から５ｍ以内に車の出入口を設けないということも同時にチェッ
クしたい。 

 
【予測課題１について】 
 
１回目の予測課題１＇2018.8.13（は、公表された設計課題に対して過去問分析から検討した「最も基本的」な課題を取りまとめた。 
２回目の予測課題２＇2018.8.27（は、「市販書籍の予測課題の分析」及び「プールを東西長手方向」へ配置する等のプランを取りまとめる。 
３回目の予測課題３＇2017.9.10（は、試験元のセンターが毎年盛り込む「予測し難い内容」を考慮して、課題を取りまとめる。 
 
ここでは、「予測課題１」のポイントとして、「１．課題の解説」、「２．エスキースの仕方解説」、「３．作図及び計画の要点等の解説」ついて取りまとめた。 
なお、「計画の要点等」である記述解答は、ここ以外に別途9/10＇月（に「計画の要点等まとめ」で全てを一覧表としてまとめて解説するので、そちらを参照＇丸暗記（して頂きたい。 
また、「課題読みの仕方」や「３時間作図法」なども別途まとめているので、そちらも参考にして頂きたい。 

 
２．建築物の解説 
 
建築物は、構造種別と階数、床面積範囲、要求室＇一覧表（が示される。 
構造種別は、例年「自由」となっており、公共的な建物であることから鉄筋コンクリート造が妥
当と判断できる。 
 
階数は、公表された設計課題により、地上３階建てとなる。 
プールを１階として、地下１階に機械室＇点線での１階平面図への記載（を計画する場合も
ないとは言えないが、出題確率としては極めて低いと推定する。 
 
予測課題１は、最も計画しやすい「2,800以上、3,200㎡以下」とした。 
この面積範囲は、小さくなるほど難しい問題となる。その点は、予測課題２で厳しめの床面
積とする。また、過去問を参考にすると、面積の範囲は、400㎡程度が多いので、本計画で
も範囲を400㎡で設定した。 
 
「課題読み」での目標設計面積は、上限値3,200㎡から100㎡を引いた数値「3,100㎡目標」
とするとよい。このエスキースで目標となる床面積は、多くの書籍で下限値と上限値との平均
値より若干上を目標にすると書かれている。ただし、最近のセンター標準解答例は上限に近
い数値であり、計算時間を割愛することと、床面積が大きい方が計画し易いことから、上限-
100㎡を目標床面積にすると良い。 
なお、万一エスキースで床面積が超えてしまった場合、テラス、ピロティ、吹抜けなどで減尐
させることができる。 

Ⅰ．設計課題 
 
 この課題は、ある地方都市の中心市街地において、健康づくりのためのスポーツ施設を計
画するものである。この施設は、高齢者も含めた地域住民が、様々な軽運動を行うことにより、
健康の維持・増進を図ることを目的とし計画する。また、計画に当たっては、環境負荷低減
のため、自然エネルギーを利用し、快適な室内環境が得られるような設計手法＇パッシブデ
ザイン（を、積極的に取り入れるものとする。 
 
１．敷地及び周辺条件 
 ＇1（ 敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、下図のとおりである。 
 ＇2（ 敷地は、平坦で、道路及び隣地との高低差はないものとする。 
    また、歩道の切り開きは、１箇所当たり６ｍまでできるものとする。 

 ＇3（ 敷地は、近隣商業地域及び準防火地域に指定されている。 

    また、建ぺい率の限度は80％、容積率の限度は400％である。 

 ＇4（ 電気、ガス及び上下水道は、完備している。 

 ＇5（ 地盤の状況は良好であり、杭打ちの必要はない。 
 ＇6（ 気候は温暖で、地下水及び積雪についての特別の配慮はしなくてよい。 
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２．建築物 
 ＇1（ 構造・階数等 
    構造種別は自由とし、地上３階建ての１棟の建築物とする。 
 ＇2（ 床面積の合計 
    床面積の合計は、2,800㎡以上、3,200㎡以下とする。 
    この課題の床面積の算定においては、ピロティ、搭屋、バルコニー、屋外階段等に 
    ついては床面積に算入しないものとする。 

 ＇3（ 要求室 
    下表の室は、すべて計画する。 

歩道から５ｍ 
 

は車入口× 主アプローチ 

副アプローチ 

 本内容は会員講座で公開 



 
要求室一覧表の解説 
 
要求室は、一覧表として部門、室名、特記事項、床面積が示される。 
床面積は、近年、設計者の自由性を尊重して「適宜」が多い傾向となっている。 
 
⇒予測課題１の「部門」は、最も基本となる軽運動部門、共用部門、管理部門の３部門の構
成とした。 
以下、各部門ごとの室名と、特記事項についてのポイントを列記する。 
 
＇1（軽運動部門 
軽運動部門は、最も広い計画となる温水プールが主となる＇付属する更衣室も大きい（。 
予測課題１は、温水プール、更衣室のほか、トレーニングジム、エアロビクススタジオ、ヨガス
タジオの軽運動施設を計画した。 
また、関連する健康測定室、健康相談室と共に、温水プールが見れるように観覧コーナーを
計画した。 
その他としては、全体を管理できるようスタッフコーナーと、休憩コーナーを２階と３階に設け
るものとした。 
 
＇2（共用部門 
共用部門は、毎年出題されるエントランスホールの他、次のものを計画した。 
従って、予測課題１でも、この３室は設定した。 
レストランは、厨房・客席の計画や利用者・スタッフとの動線計画が正しくできるかなどの観点
から、ほぼ毎年出題されているので、本計画でも出題した。また、一般客も利用できるように
内外両方からのアプローチを指定した＇その結果、この配置は１階となる（。 
会議室は、スポーツ関連の講習会等に活用できるように計画した。また、通常２室利用で大
規模講習会時に１室で利用できるように２分割での計画とした。 
スポーツショップは、軽運動部門と連携した関連グッズを販売するものである。また、一般客
も利用できるように内外両方からのアプローチを指定した＇その結果、この配置は１階となる（。 
 
＇3（管理部門 
管理部門は、一般に事務室、職員控室、休憩室が計画される。場合によっては、館長室な
どが想定される。予測課題１では、上記要求室に加え、指導員控室と応接室を計画した。 
 
設備計画については、2,000㎡を超えることから消火栓ポンプ室は必ず必要であり、それに
より非常用自家発電機が必要になる。その他、空調設備＇空調室外機等（、給水設備＇受水
槽含む等（、温水プールがあることから循環ろ過設備も必要である。 
 
また、便所と倉庫は、適切に計画する。便所に関しては、高齢者等に配慮して、各階に最低
１つ多機能便所を設ける必要がある。 

 
３．その他の施設等 
 
その他の施設等は、建物以外の外構計画に関する指示事項である。 
確実に出題される駐車場と、その年度によって出題される外部施設などの要求事項となる。 
 
予測課題１は、駐車場と駐輪場の他、多目的広場と屋外テラスを指定とした。 
駐車場は、車椅子使用者用、サービス用として各１台分とした。 
利用者や従業員の駐車場は、敷地外としたが、敷地内への計画もありうる。その場合は、か
なりの部分を駐車場とする必要があるので、１階部分をピロティとして計画する。 
多目的広場は１階への計画となり、屋外テラスは１階としたが、２階での出題も想定される。 
 
 
４．計画に当たっての留意事項 
 
計画に当たっての留意事項は、建築計画、構造計画、設備計画ごとに2～4項目の記載が
ある。 
 
ここは、ほぼ定型文であり、定型文と異なるチェック読みをすることで、理解速度が速く正確
になる。 
過去問を参考にすると、設備計画で指定がある場合があるので、その点を見落とさないよう
にしたい。 
予測課題１では、「温水プールの単一ダクト方式」と「受水槽」を指定とした。 
 

部門 室　名 床面積

・軽運動部門は、素足又は上履きで利用する計画とする。

・無柱空間とし、天井高さ６ｍ以上とする。

・プールは、長さ20ｍ、幅8ｍ、最深1.2ｍとする。

・監視員室＇カウンター、便所（を設ける。

・採暖室＇30㎡以上、ジャグジー（、器具庫を設ける。

・温水プール及びトレーニングジム等が利用する。

・温水プールへ直接行き来できるようにする。

・男性用、女性用として各約100㎡を設ける。

・ロッカー、洗面所、便所、シャワー、足洗いを設ける。

・各種運動器具を利用してトレーニングをする。

・器具庫＇約20㎡（を設ける。

エアロビクススタジオ ・壁１面に鏡を設ける。 約80㎡

ヨガスタジオ ・壁１面に鏡を設ける。 約50㎡

健康測定室 ・利用者の体力測定等をする。 適宜

健康相談室 ・利用者が健康等について相談する。 適宜

観覧コーナー ・温水プールの観覧するコーナーを設ける。 適宜

・受付カウンターを設ける。

・２階、３階それぞれに設ける。

・自販機、テーブル及び椅子を設ける。

・２階、３階それぞれに設ける。

・60席程度の椅子席を設ける。

・厨房を設ける。

・内部と外部の両方からアプローチできるようにする。

・屋外テラスを隣接させる。

・２室に分割できるようにする。

・それぞれ約50㎡を設ける。

・スポーツ関連商品を販売する。

・内部と外部の両方からアプローチできるようにする。

・風除室を設ける。

・待合わせラウンジ＇約50㎡（を設ける。

・５人分の事務スペースを確保する。

・受付カウンターを設ける。

館長室 適宜

応接室 適宜

職員控室 ・男女別に設ける。 適宜

指導員控室 ・男女別に設ける。 適宜

休憩室 ・職員及び指導員が利用する。 適宜

・採用した設備計画に応じて、設備機械室＇空調、給排水

　衛生、電気、消火等（、屋外機器置場等を計画する。

・便所及び倉庫については適切に計画する。

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。

特記事項

設備スペース

レストラン

温水プール

更衣室 約200㎡

トレーニングジム

エントランスホール

適宜

適宜
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約400㎡

約200㎡

適宜

適宜

約300㎡

約100㎡

適宜

適宜

事務室

スポーツショップ

休憩コーナー

スタッフコーナー

３．その他の施設等 
 ＇1（ 多目的広場＇50㎡以上、直径5ｍの円が入るもの（を地上に設ける。 
 ＇2（ 屋外テラス＇50㎡以上、テーブル、椅子（を地上に設ける。 
 ＇3（ 駐車場は、車椅子使用者用として１台分、サービス用として１台分を設ける。 
    なお、利用者及び職員等の駐車場は、近隣の公共駐車場を利用するものとし、 
    考慮しなくてよい。 
 ＇4（ 敷地内の駐輪場は、施設利用者用として10台分を設ける。 
 ＇5（ ごみ置場を設ける。 
 ＇6（ ＇1（及び＇5（の「その他の施設等」は、床面積に算入しないものとする。 
 
４．計画に当たっての留意事項 
 ＇1（建築計画については、次の点に留意して計画する。 

  ① 敷地の周辺環境に配慮する。 
  ② 建築物はバリアフリー＇特別特定建築物（、セキュリティに配慮する。 

  ③ 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とするとともに、避難等に配慮する。 

  ④ 自然採光及び自然通風を積極的に取り入れる計画とし、日射の遮蔽に配慮する。 

 ＇2（ 構造計画については、次の点に留意して計画する。 
  ① 建築物全体が、構造耐力上、安全であるように計画するとともに、経済性にも配慮する。 

  ② 構造種別、架構形式、スパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法とする。 
 ＇3（ 設備計画については、次の点に留意して計画する。 
  ① 空調設備、給排水衛生設備、電気設備、消火設備等を適切に設けるとともに、 
     環境負荷低減に配慮する。 
    なお、温水プールの空調は単一ダクト方式とし、給水設備は受水槽方式とする。 

  ② エレベーターを適切に設ける。 

 本内容は会員講座で公開 



 
２．面積表 
 
面積表は、課題読みの段階では、概ねの概算値として計算する。 
「要求室の階振りと面積出し」において、概ねの各階面積を出すことができる。また、エスキ
ス 1/400で詳細な面積を求める。 
 
 
３．計画の要点 
 
計画の要点等は、建築計画3問、構造計画３問、設備計画３問、環境負荷1問の合計10問
程度が出題されている。予測課題１では、環境負荷の問題として、建築計画に「パッシブデ
ザイン」と設備計画に「設備の省エネルギー」を組み込んだので、建築計画、構造計画、設
備計画で各３問とした。なお、予測課題１では、最も基本的な内容を文章のみで記載する内
容とした。近年、この計画の要点等の問題の中で、図による補足を求める問題もあるが、そ
の点は、予測課題２で出題する。 
 
建築計画3問は、①として「アプローチ」を、②として「バリアフリー」、③として事前注記に関
連した「パッシブデザイン」とした。 
構造計画3問は、①としてほぼ毎年出題されている「構造種別、構造形式、スパン割り」とし、
特徴的な点から②「無柱空間」と、③「基礎方式」とした。 
設備計画3案については、一般的な出題となる①「空調方式」、②「給排水衛生設備」とし、
③に設備面の環境負荷対策を求める「設備の省エネルギー」とした。 
 
※計画の要点等は、ここでも解説するが、別途「80％以上ズバリ的中する予測課題の解説」
の中の「計画の要点等の解答例」で、9/10＇月（にあらゆるパターンを解説するので、そちら
を参照して頂きたい＇丸暗記して下さい（。 
 

 
 
Ⅱ．要求図書 
 
 
１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入） 
 
ここは、H21～H26までの記載は次の通りであった。 
「下表により、所定の図面を作成し＇フリーハンドでもよい。（、必要な事項を記入する。」 
これが、H27は、上記内容に追加で下記の事項が追加された。 
「なお、各図面には、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等により補足して
説明しても良い。」 
このことは、「・・・補足して説明しても良い。」となっているが、図面の中に、「矢印等により簡
潔な説明文を書きなさい」と言う意味である。簡潔な補足文が図面内にないと、H27では、印
象点で減点となったと推定する。 
更にこれが、H28、H29は、「なお、各図面には、・・・、簡潔な文章や矢印等により補足して
明示する。」となった。 
これは、単に図面を書いただけでは、作図の中で「減点になる」という意味であり、更に印象
点でも減点となる可能性が高い。つまり、作図終了後は、矢印等をして簡潔に補足説明しな
ければならない。 
 
 
要求図書の一覧表 
 
要求図書の一覧表は、1階平面図兼配置図、２階平面図、３階平面図、断面図に対して記
載すべき特記事項が書かれている。ここも殆どが定型文である。 
 
ここのチェックポイントは、どの図面に何を書くのかを正しく把握することである。断面位置は、
一般に各階の全ての平面図に書くこととなるが、その指示となっているか確認する必要があ
る。また、歩行距離の経路は、２階だけなのか、それとも２階と３階の両方に書くのかをチェッ
クする。また、その歩行距離も、最も短い避難距離となる１方向だけの記載で良いのか、２方
向への歩行距離を書いて、重複距離も書くのかなどを確認する。なお、歩行距離の書き忘
れは大減点となるので注意したい。 
予測課題１では、２階と３階で２つの直通階段への歩行距離と重複距離を設定した。 
 
断面図は、断面位置が指定されることが多い。 
本年度の課題では、最も大きな部屋となる「温水プール」が指定される可能性が高く、予測
課題１でも温水プールを含むとした。 

 答案用紙Ⅰ及び答案用紙Ⅱの定められた枠内＇寸法線については枠外でもよい。（に、黒鉛
筆を用いて記入する。 
 
１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入） 
 下表により、所定の図面を作成し＇フリーハンドでもよい。（、必要な事項を記入する。 
 なお、各図面には、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等により補足して明示
してもよい。 

Ⅱ． 要 求 図 書 

図面及び縮尺 特記事項

＇1（１階平面図 ①　各階平面図には、次のものを図示又は記入する。

兼配置図 　イ．建築物の主要寸法＇柱割り及び床面積の計算に必要な程度（

1/200 　ロ．室名等

　ハ．要求室の床面積

＇2（２階平面図 　ニ．設備シャフト【＇パイプシャフト＇ＰＳ（、ダクトスペース＇ＤＳ（、

1/200 　　　電気シャフト＇ＥＰＳ（】の位置

　ホ．設備計画に応じた設備スペース

＇3（３階平面図 　ヘ．断面図の切断位置

1/200 　ト．要求室の特記事項に記載されている什器等

　チ．延焼のおそれのある部分の位置＇一点鎖線で図示する（。

　リ．特定防火設備のある部分を図示する。

②　１階平面図兼配置図には、次のものを図示又は記入する。

　イ．建築物の出入口

　ロ．敷地内の駐車場、駐輪場

　ハ．多目的広場及び屋外テラスの面積

　ニ．通路、植栽等

　ホ．ごみ置場

③　２階平面図及び３階平面図には次のものを図示又は記入する。

　イ．下階の屋根、ひさし等となる部分

　ロ．居室の最も遠い位置から２つの直通階段に至る歩行経路及び

　　　重複区間の距離を記入する。

＇4（断面図 ①　断面位置は、温水プールを含み、建築物の全体の立体構成がわかる

1/200 　　　断面とする。

　　　なお、水平方向、鉛直方向の省略は行わないものとする。

②　搭屋を除く建築物の高さ、階高、天井高、１階床高及び主要な室名を

　　　記入する。

③　基礎＇一部省略してもよい（、梁及びスラブの断面を図示する。

④　屋上に設備スペースを設けた場合は図示する。

２．面積表（答案用紙Ⅰに記入） 
 地上１～3階の床面積及びその合計を記入する。なお、各階の床面積については、その算定式
も記入する。 
 
３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入） 
 ＇1（ 建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。 
     なお、要求図面では表せない部分についても記述する。 
   ① 利用者と職員等のアプローチ計画について考慮したこと 
   ② 温水プールと更衣室におけるバリアフリーについて考慮したこと 
   ③ 採用したパッシブデザインについて特に考慮したことを３つ具体的に記述する 
 ＇2（ 構造計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。 
     なお、要求図面では表せない部分についても記述する。 
   ① 建築物に採用した構造種別、架構形式、スパン割りについて考慮したこと 
   ② 屋内プールを無柱空間とするために構造計画で考慮したこと 
   ③ 採用した基礎方式と、その選定理由について考慮したこと 
 ＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。 
     なお、要求図面では表せない部分についても記述する。 
   ① 温水プールの空調方式と、その選定理由について考慮したこと 
   ② 給排水衛生設備＇受水槽・ポンプ、ボイラー・貯湯槽、循環ろ過ポンプ（の 
     設置位置について考慮したこと、及びそれぞれの使用面積を記述する 
   ③ 空調設備、給排水衛生設備及び電気設備における省エネルギー手法を 
     それぞれ具体的に記述する 

 本内容は会員講座で公開 



２．エスキースの仕方解説
 
研究会のエスキースの考え方は、課題をある程度予測して、それに対して多くの項目で「確
定」する手法を取っている。この点は、１級建築士の製図試験は、「時間との勝負の試験」で
あるとの考えからであり、ある程度確定した方が早く、正確に、ミスの尐ないエスキース＇その
結果、合格図面（ができるという考え方である。 
 
製図試験は、本当に時間が無い。試験時間６時間30分を逆算すると、「課題読みからエス
キース終了」までは１時間30分しかない。製図試験は、このエスキースで勝負が決まる。エス
キースがきちんとできれば、②と③は問題なく終了できるし、④が無いと細かいミスを修正で
きずランクⅠに飛び込めない。 
① 課題読みからエスキース：2時間 ・・・時間が無いので事前に予測確定する 
② 計画の要点等：1時間 ・・・記述は隙間なく詳細に書くことで他者と差別化する 
③ 作図：3時間 ・・・作図は、エスキースが終了していると確実に3時間で終了する 
④ 見直し：30分 ・・・この30分見直しが無いと細かいミスをチェックしきれない 
 
ここで、「①課題読みからエスキース」の2時間を更に分割すると、以下の通り。 
＇1（課題読み：10分 
＇2（課題読みでの建物配置、概算面積出し、要求室階振り：10分 
＇3（機能図検討：10分 
＇4（1/400でのエスキース：80分 
＇5（課題文との整合性チェック：10分 
以下、＇1（～＇5（についてポイントを解説する。 
 
 
（1）課題読み：10分 
 
課題は、以下のように構成されている＇図１参照（。 

-------------------------------------------------------- 

Ⅰ．設計条件 ＇設計課題に関する計画全体の概要（ 

１．敷地及び周辺条件 ＇敷地の形状等の敷地図と、建ぺい率等（ 

２．建築物 ＇建築物の計画する構造、床面積、要求室の条件（  

３．その他の施設等 ＇建築物以外の計画する要求事項（ 

４．計画に当たっての留意事項 ＇計画する建築、構造、設備の留意事項（ 

Ⅱ．要求図書 

１．要求図書＇答案用紙Ⅰに記入（ ＇１階・２階・３階平面図、断面図の条件（ 

２．面積表＇答案用紙Ⅰに記入（ ＇計算すべき面積表の条件（ 

３．計画の要点等＇答案用紙Ⅱに記入（ ＇記述すべき計画の要点等の課題（ 

------------------------------------------------------------ 
試験では、課題を赤ボールペンによりチェックしつつ10分間で読む＇図２参照（。 
 
 
＇2（課題読みでの建物配置、概算面積出し、要求室階振り：10分 
 
課題読みを10分で終了させて、その後、課題用紙を利用して、建物配置、概算面積出し、
要求室の階振りを10分で行う。 
最初に、配置図1/1000を活用して、「建物配置」と「概算面積出し」をする＇図３参照（。 
ここは、次の手順で行う。 
① 道路反対側の隣地からの距離２ｍを確保する。 ・・・設備機器搬出入含む距離 
② ７ｍ×７ｍグリッドで、横６コマ、縦４コマを落とし込む。 
   ⇒配置図の大きさを50ｍ×36ｍと予測し、この大きさを建物配置とする。 
③ 最も大きな要求室プールを右端６コマとして概算面積を計算する。 
   ⇒３階のみが吹抜けとなり、合計面積が設計条件内なら、この段階ではＯＫ。 
 
次に「要求室階振り」を課題用紙を利用して行う＇図４参照（。 
 

Ⅰ．設計条件 ３．その他の施設等

１．敷地及び周辺条件 ４．計画に当たっての留意事項

Ⅱ．要求図書
１．要求図書（答案用紙Ⅰに記入）

２．建築物

２．面積表（答案用紙Ⅰに記入）

３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）

記述の課題

計画の概要

敷地条件（建ぺい率など）

敷地図

設計課題　「*****************」

建物以外の条件

建物条件（要求室など）

留意すべき重要事項

作図の特記事項

面積表の記入条件

図１ 課題の構成 

図２ 赤ボールペンでの課題読み 
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図３ 建物配置と概算面積出し 

部門 室　名 床面積

1Ｆ ２Ｆ ３Ｆ ・軽運動部門は、素足又は上履きで利用する計画とする。 1Ｆ ２Ｆ ３Ｆ

・無柱空間とし、天井高さ６ｍ以上とする。

・プールは、長さ20ｍ、幅8ｍ、最深1.2ｍとする。

・監視員室＇カウンター、便所（を設ける。

・採暖室＇30㎡以上、ジャグジー（、器具庫を設ける。

・温水プール及びトレーニングジム等が利用する。

・温水プールへ直接行き来できるようにする。

・男性用、女性用として各約100㎡を設ける。

・ロッカー、洗面所、便所、シャワー、足洗いを設ける。

・各種運動器具を利用してトレーニングをする。

・器具庫＇約20㎡（を設ける。

○ エアロビクススタジオ ・壁１面に鏡を設ける。 約80㎡ 80

○ ヨガスタジオ ・壁１面に鏡を設ける。 約50㎡ 50

△ ○ 健康測定室 ・利用者の体力測定等をする。 適宜 20

○ △ 健康相談室 ・利用者が健康等について相談する。 適宜 20

○ 観覧コーナー ・温水プールの観覧するコーナーを設ける。 適宜 50

・受付カウンターを設ける。

・２階、３階それぞれに設ける。

・自販機、テーブル及び椅子を設ける。

・２階、３階それぞれに設ける。

・60席程度の椅子席を設ける。

・厨房を設ける。

・内部と外部の両方からアプローチできるようにする。

・屋外テラスを隣接させる。

・２室に分割できるようにする。

・それぞれ約50㎡を設ける。

・会議室は軽運動部門での講習会等に利用する。

・スポーツ関連商品を販売する。

・内部と外部の両方からアプローチできるようにする。

・風除室を設ける。

・待合わせラウンジ＇約50㎡（を設ける。

・５人分の事務スペースを確保する。

・受付カウンターを設ける。

○ 館長室 適宜 20

○ 応接室 適宜 20

○ 職員控室 ・男女別に設ける。 適宜 20

○ 指導員控室 ・男女別に設ける。 適宜 20

△ ○ 休憩室 ・職員及び指導員が利用する。 適宜 40

・採用した設備計画に応じて、設備機械室＇空調、給排水

　衛生、電気、消火等（、屋外機器置場等を計画する。

・便所及び倉庫については適切に計画する。 900 780 420

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。 廊下等×1.3 1176 1014 546

注意：8/16＇木（課題予測１アップ時に会議室の青字条件を書き忘れてしまいした。　8/20＇月（の

　　　課題予測１の解説で修正する。この文面が無い場合は、会議室の配置は１階共用部となる。

合計：2736

各階及び合計ＯＫ
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階振り 階面積
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事務室 適宜

設備スペース 適宜

休憩コーナー 適宜

共

用
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門

レストラン 約300㎡

会議室 約100㎡

スポーツショップ 適宜

エントランスホール

特記事項

軽

運

動

部

門

温水プール 約400㎡

更衣室 約200㎡

トレーニングジム 約200㎡

スタッフコーナー 適宜

図４ 要求室階振り（各階面積出し含む） 

 本内容は会員講座で公開 



 
（3）機能図検討：10分 
 
要求室、屋外条件、設備機器等を整理する点から機能図をまとめる＇図５参照（。 
機能図は、一見エスキース内で作成に不要のように感じるが、これをまとめることで、どの
階にどの要求室等があり、それとの関連性が一目で分かるので、次の1/400エスキースで
ミスが少なくなる。５分を使ってでも、組み込むことは有力である。 
 
 
＇4（1/400でのエスキース：80分 
 
機能図が終了してから、80分をかけて1/400でエスキースを実施する＇図６参照（。 
1/400でエスキースをすることは、1/200では、大きすぎてエスキースがし難いことと、1/400
の大きさなら各室名や扉、窓、壁の違い等もきちんとエスキースすることができるので、最も
効率の良いエスキース寸法である。 
1/400エスキースの手順とポイントは以下の通り。 
① ２階温水プールの場所を確定する＇その直下が設備スペース（。 
   ⇒温水プールを東西長手方向配置とする条件は予測課題２で解説する。 
② 温水プールからの２方向避難を考慮して利用者・管理者廊下を計画する。 
   ⇒温水プール直近の屋外避難階段の計画は避ける＇時間割愛のため（。 
③ 主出入口の直近に利用者用ＥＶと階段を計画する。 
   ⇒管理者用ＥＶと階段は、２方向避難の観点から利用者用の反対側となる。 
④ 各要求室の落とし込みは、最も大きなものから計画する。 
   ⇒予測課題１では、トレーニングジムとレストランが最も大きな要求室となる。 
⑤ その後、動線や関連性を考慮して、各要求室を落とし込む。 
⑥ 平面図が終了したら、断面図のエスキースを行う。 
⑦ 全て終了後、面積表を計算する。 
 
※この1/400エスキースは、各室の名称も正しく書き、その下に面積を記入する。ここは、便
器や机、椅子などの詳細以外のものを、1/200作図と同等に書き込むようにする。参考まで、
予測課題１の1/400エスキース例を図６に示す。 
 
 
 
＇5（課題文との整合性チェック：10分 
 
エスキースが終了した段階で、課題を見ながら黄色マーカーを利用して、落ちがないか
チェックする＇図７参照（。 
ここのチェックは、完璧に近いように確実に黄色マーカーをして確認する。ここで、万一落ち
があると、その後の作図終了後に大変なこととなる。作図終了後の修正は、エスキース内の
書き忘れ等のみであり、要求室が無いなど基本的な事項になると、一部の修正が多くのミス
を呼ぶこととなり、ほぼランクⅠに入ることができなくなる。 
その後は、計画の要点等の記述１時間へ移る。 

軽運動部門 共用部門 管理部門 その他の施設

トレーニングジム ３階屋上

エアロビクススタジオ （太陽熱集熱パネル）

ヨガスタジオ （太陽光発電パネル）

健康測定室 （屋上緑化）

スタッフコーナー （キュービクル）

休憩コーナー （非常用発電機）

観覧コーナー （空調室外機）

（空冷ヒートポンプチラー）

温水プール 会議室 休憩室

更衣室 （軽運動部での講習会等）

健康相談室

スタッフコーナー

休憩コーナー

エントランスホール 事務室 多目的広場

レストラン 館長室 屋外テラス

スポーツショップ 応接室

職員控室 １階屋外

指導員控室 （車いす使用者用駐車場１）

設備スペース （サービス用駐車場１）

（駐輪場10）

３ 階

２ 階

１ 階

図５ 機能図 

図６ 1/400エスキース 

図７ 1/400エスキース終了後の黄色マーカーでのチェック 
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３．作図及び計画の要点等の解説
・作図及び計画の要点等を下記に示す＇赤字は注意事項（。

管理部門を一まとめにすることで、利用者との動線交錯を避ける。 

管理用ＥＶ・階段・ＥＰＳ・空調ＰＳは、一まとめに計画する＇確定＝時間短縮（。 

２階の温水プールからの避難通路確保のため、ＥＶは階段左配置とした。 

多機能便所 

主出入口 

通用口 

屋外テラスはレストラン隣接 

多機能便所 

２階の温水プールからの避難通路を確保する。 

避難扉が２ヶ所にて 
重複距離０ｍ 

青地部分は、環境負荷低減の対策とその理由＇理由はできる限り簡潔な文章で記載する、対策名「水平ルーバー等」だけとはしない（。 
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ＤＳと煙突の書き忘れは、 
－１点と推定する。 

ここは、ミスです。 
歩行距離＇2（39.5ｍ 

多機能便所 

上部ＰＣ梁は点線で書

く 

上部開閉トップライトを点線で書く 

青地部分は、環境負荷低減の対策とその理由＇理由はできる限り簡潔な文章で記載する、対策名「水平ルーバー等」だけとはしない（。 

床面積は、作図開始と同時に最初に書き終える。 

ここは、名称ミスです。 
「上部ＰＣ梁」が正しい 
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「H30予測課題１」の「3.計画の要点等」の解答用紙　・・・赤文字は注記コメントである。

⇒作図も重要であるが、「計画の要点等」は、合否決定の影響が大きい。以下の通り相当量を記述することで、他者に差を付けて合格へ飛び込める＇丸暗記して下さい（。

＇1（　建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。

　　　なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

①　利用者と職員等のアプローチ計画について考慮したこと

・利用者のアプローチは、幅員が広い南側道路を主道路として、南側から建物に入る計画とした。

・レストランは南側、スポーツショップは西側からのアプローチとして、２面接道を有効に活用した。

・車椅子使用者用駐車場と駐輪場は、アプローチのしやすさに配慮して、主出入口に近接させた。

・職員等のアプローチは、副動線となるので、幅員が狭い西側道路から入る計画とした。

・通用口は、南側に計画した利用者出入口との動線を明確に分離するため、北西部に計画した。

・サービス用駐車場は、積荷の搬出入のしやすさに配慮して、通用口に近接させた。

⇒記述は、箇条書きの方が読みやすく試験官に対して好印象を与える。

②　温水プールと更衣室におけるバリアフリーについて考慮したこと

・温水プールと更衣室は、車椅子利用者が通行しやすいように、段差のない計画とした。

・更衣室から温水プールへの動線は、足洗いが段差となることから、車椅子利用者用に別ルートを設けた。

・更衣室の便所は、車椅子利用者も利用できるように、２ｍ×２ｍの多機能便所とした。

・温水プールと更衣室の通路は、車椅子利用者が通行しやすいように、２ｍ以上を確保した。

⇒車椅子利用者ルートとして、足洗いの段差対策＇別ルートの確保（は重要である。

③　採用したパッシブデザインについて特に考慮したことを３つ具体的に記述する

＇1（開閉式トップライトによる自然採光と自然通風

・温水プール上部には、自然採光を室内に多く取り込むため、トップライトを８ヵ所計画した。

・トップライトは開閉式とし、中間期における熱排出および自然通風を促進し、空調負荷の抑制を図った。

＇2（水平・垂直ルーバーとLow-E複層ガラスによる窓面の日射負荷抑制

・南側窓には水平ルーバー、東西側窓には垂直ルーバーを計画し、日射負荷の低減を図った。

・主要な窓は、窓から入る日射量を抑制するため、Low-E複層ガラスを採用した。

＇3（屋上緑化による屋根部の熱負荷抑制

・屋上には、屋根からの熱流入による最上階の室温上昇を抑制するため、屋上緑化を計画した。

・屋上緑化は、植物からの水分蒸発による冷却効果もあり、更に都市部のヒートアイランド対策にもなる。

⇒ここの内容は図面と連動させて下さい＇図面と異なる場合は－１点となる（。

＇2（　構造計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。

　　　なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

①　建築物に採用した構造種別、架構形式、スパン割りについて考慮したこと

構造種別：鉄筋コンクリート造＇一部ＰＣ梁併用（

・不特定多数が利用する建物であることから、耐火、耐久、耐震、防水性に優れた鉄筋コンクリート造とした。

・温水プール上部の長スパン部分は、主構造体との一体性を考慮して、プレストレストコンクリート梁を採用した。

架構形式：純ラーメン架構

・架構形式は、計画の自由度が高く各要求室に対応しやすくなることから、純ラーメン架構を採用した。

・純ラーメン架構は、開口要求が高いことから、部材断面に余裕を持たせ鉄筋による靱性を強化した。

スパン割り：Ｘ方向Ｙ方向ともに７ｍの単一スパン

・スパン割りは、主体部の単位構造グリッドを経済的規模とするため、50㎡以下になるように計画した。

・スパン割りのＸＹ方向の距離は、応力集中を避けるため、ＸＹ方向ともに７ｍの単一スパンとした。

⇒構造種別、架構形式、スパン割りは、毎年出題されている。

注（予測課題１の「計画の要点等」は、文章解答のみの最も基本的な出題内容となっている。

　　ここは、上記解答程度の内容を記載する必要がある＇作図は差が付きにくい一面があり、ここで他者と差を付ける（。

　　近年、計画の要点等では、「補足図記入」をさせるケースがあるが、その点は、「予測課題２」で出題する。
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②　屋内プールを無柱空間とするために構造計画で考慮したこと

・温水プール内は、無柱空間とするため、温水プール上部の梁を14ｍの長スパンとした。

・14ｍの長スパン梁は、主体構造のＲＣ造と一体性を高めるため、ＰＣ梁を採用した。

・ＰＣ梁は、たわみやひび割れを抑制できるように、500ｍｍ×1000ｍｍの断面寸法とした。

・ＰＣ梁を支持する柱は、鉄筋量を増加させて、安全に梁と屋根スラブを支持できるようにした。

⇒Ｓ造にするよりＰＣ梁の方が、主体構造ＲＣ造の一体性と共に、作図時間が短縮できる。

③　採用した基礎方式と、その選定理由について考慮したこと

基礎方式：ベタ基礎

・基礎方式は、地盤状況が良好であることから、不同沈下が尐ないベタ基礎を採用した。

・ベタ基礎の根入れは、経済性と十分な基礎梁せいを確保するため、ＧＬ－２ｍで計画した。

・ベタ基礎の基礎スラブは、建物重量を支持地盤に安全に伝達するため、500ｍｍで計画した。

・ベタ基礎のピット部分の一部は、雤水貯留槽として有効活用した。

⇒ピット部の雤水貯留槽の活用は、ベタ基礎採用理由と共に設備の節水対策にもなる。

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。

　　なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

①　温水プールの空調方式と、その選定理由について考慮したこと

空調方式：単一ダクト方式

・空調方式は、天井高が６ｍと気積が大きいため、安定した空調管理が行える単一ダクト方式とした。

・空調機室は、ダクトからの熱損失の低減を考慮して、温水プール直下に計画した。

・吹出口は、暖房時での天井部暖気の滞留防止のため、吹出能力の高いノズル型吹出口を採用した。

・空調機の外気導入は、外気の熱負荷を抑制するため、全熱交換器を採用した。

⇒大空間なので、単一ダクト方式以外は、－１点の可能性が高い。図面には、「ＤＳ」も必要となる。

②　給排水衛生設備＇受水槽・ポンプ、ボイラー・貯湯槽、循環ろ過ポンプ（の設置位置について考慮したこと、

　　及びそれぞれの使用面積を記述する

受水槽・ポンプ：　約４９㎡

・受水槽・ポンプは、給水使用量の多い更衣室と温水プールの近くで、かつメンテナンスのしやすさを考慮して、

　温水プール直下の１階設備スペース内に設置した。

ボイラー・貯湯槽：　約３５㎡

・ボイラー・貯湯槽は、給湯使用量の多い更衣室と温水プールへの配管距離を短くすることで、配管からの

　熱ロスを低減できるため、温水プール直下の１階設備スペース内に設置した。

循環ろ過ポンプ：　約２１㎡

・循環ろ過ポンプは、温水プールの水をろ過循環させるため、配管距離を短くすることで、循環水の電力を

　削減できるため、、温水プール直下の１階設備スペース内に設置した。

⇒配管・ダクト距離を短縮する等から上記設備は温水プール直下にまとめて計画する＇電気室のみ水害防止から別配置（。

③　空調設備、給排水衛生設備及び電気設備における省エネルギー手法をそれぞれ具体的に記述する

空調設備：空冷ヒートポンプと全熱交換器

・空調設備は、省エネルギー性の高い空冷ヒートポンプチラー、空冷ヒートポンプパッケージ方式を採用した。

・空調機の外気導入は、空調負荷を低減するため、アースチューブと全熱交換器を採用した。

給排水衛生設備：節水型衛生設備と雤水再利用システム

・衛生設備は、節水型便器やシングルレバー水栓等の節水型衛生設備を採用した。

・便器等の給水は、雤水再利用システムによる中水とすることで、節水を図った。

電気設備：ＬＥＤ照明と人感センサー連動照明

・照明器具は、省エネルギー性の高いＬＥＤ照明を採用することにより、電力消費量を削減した。

・便所など人の出入りの尐ない場所の照明は、人感センサー連動照明を採用し、電力消費量を削減した。

⇒パッシブデザインの他、設備による省エネルギー手法も出題される可能性はある。
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