
１級建築士H30製図課題：健康づくりのためのスポーツ施設 2018.9.30

合格するためのH30総括　（課題１～３まとめ等）

１．目的は合格 
・製図試験の目的は合格することであり、それ以外は全て失敗である。 

 ⇒試験時間内に図面と計画の要点等を完成させたが、ランクⅡ＇不合格（であったでは、失敗である。 

・公益財団法人建築技術教育普及センター＇以下センターという（の公表された合格率は、約40％である。 

 ⇒これは、受験者全員のうち、上位約40％が合格することであり、相対比率で合格が決まることである。 

・公表された合格率は、概ねランクⅠ＇合格（約40％、ランクⅡ約30％、ランクⅢ約20％、ランクⅣ約10％である。 

 ⇒目的は合格することなので、ランクⅠ約40％にどのように入るかを最優先で考えて学習することが重要である。 

 

２．資格学校の合格者は約９割 
・合格者＇約40％（の内訳は、大手資格学校＇Ｓ社・Ｎ社（の受講生が約９割近くを占める。 

 ⇒H27年の製図合格者3,774名のうち、Ｓ社57％：2,149名、Ｎ社30％：1,145名、その他13％：480名であった。 

  ＇H27は、Ｓ社・Ｎ社がＨＰ上で合格者を公表し、その後未公表だが、ほぼ毎年同じ程度と合格割合と推定する。（ 

・Ｓ社・Ｎ社の合格者は、大きく異なるが、それぞれの合格率は、ほぼ同じであり約50％と推定する。 

 ⇒Ｓ社は合格者数が多いが、これは、単純にＳ社の受講者が多く、占有率が高いからと推定する。 

  ＇両社とも決して合格率＇出席率**％、模擬**点等の条件無しの単純合格率（は、決して発表しない。（ 

  Ｓ社・Ｎ社ともに同じ学習法＇毎週課題を作図（であり、受講者への平等性から学習の仕方は差別化できない。 

  その結果、両社の学習法では差が付き難いので、両社の合格率が不明であるが、ほぼ同程度と推定する。 

 

３．不合格の最大理由はエスキス 
・不合格となる最大の理由は、エスキスに時間が取られて常日頃の実力を出し切れなかったときである。 

 ⇒製図試験は、本当に時間との勝負の試験である、作図＇３時間（と記述＇１時間（は、ほぼ確定している。 

  しかし、エスキスだけは、時間が見えない、だからこそ、エスキスを素早くまとめることが重要である。 

・資格学校の約50％が合格している現状であるが、学校内の上位50％以内なら必ず合格できるわけではない。 

 ⇒エスキスに時間が取られる最大の理由は、あのパターン、このパターンと多くを考え決まらないことである。 

  資格学校は、両社ともに異なる10～15課題を受講者に毎週書かせる学習法である。 

  あまりに多くのパターンがあることから、かなり学習しても本試験でエスキスが成功するとは限らない。 

  その結果、資格学校内で上位にいる方も、試験当日エスキスに時間がかかり、不合格となる場合もある。 

  試験終了後に「猛勉強したのに、エスキスに時間がかかり実力を出し切れなかった。」という方は意外に多い。 

 

４．採点は減点法と推定 
・センターの採点方法は、減点法と推定する。 

 ⇒センターの採点は、全国共通の平等な採点であるので、明確なルールに基づく減点法でないと評価しきれない。 

  また、ランクⅠとランクⅡとの間は激戦区であり、それを客観的に判断して合否を決めるには減点法が分かり易い。 

  なお、受験者１万人なら、ランクⅠ＇４千人（の下位千人とランクⅡ＇３千人（の上位千人の２千人が激戦区対象者。 

・センターの採点比率は、図面50点、図面印象点10点、計画の要点等40点の合計100点満点からの減点法と推定。 

 ⇒図面50点は、純粋に各課題の要求室条件や動線、ゾーニング計画等の減点法と推定する。 

  図面印象点10点は、図面の作図力＇作図密度やスケールアウト等（、記述との整合性等の減点法と推定する。 

  計画の要点等40点は、記述内容の文面、理由の有無、課題に対する正しい解答等の減点法と推定する。 

・良いプランが合格するのではない、減点の尐ないプランが合格する。 

 ⇒計画の要点等の40点＇推定（も、合否影響は非常に大きい、従って計画の要点等を詳細に書いた人が合格する。 

 

５．合格するためには 
・３課題の予測的中こそが合格への最短である。 ⇒「６．予測課題１～３の解説」で解説する。 

・エスキスを迷いなくまとめるには、コツがある。 ⇒「７．確定エスキスのまとめ」で解説する。 

・図面を３時間で仕上げるには、コツがある。 ⇒「８．高速図面の書き方」で解説する。 

・計画の要点等が激戦区打破となる。 ⇒「９．計画の要点等のまとめ」で解説する。 

・その他のコツとして、「10.学校では教えない合格するためのコツ」にまとめる。 
 



６．予測課題１～３の解説 
・研究会は、予測課題３案で本試験の80％以上の的中を目指している＇資格学校は予測課題10～15案あり（。 

・あまりの予測課題が多いと、結果、何が出るの疑問を持つことと、学習しきれない一面がある。 

・異なる３案をしっかり把握すると、そこから応用することで本試験をクリアできると考えている。 

⇒以下に、３課題と資格学校9/23＇日（までの各予測課題の比較一覧表を示す。 

 

【研究会３課題の解説】 

・研究会は、予測課題３案で80％以上ズバリ的中することを目的に課題を作成している。 

・従って、この課題３案は、それぞれ大きく異なったパターンとしたので、以下に各課題の特徴を解説する。 

① 予測課題１の特徴 

・最も基本的なプランとなるように課題を作成した。 

・南側が主道路、西側がサブ道路の２面道路とし、床面積は、2，800～3，200㎡と無理なく計画できる内容である。 

・プールは縦配置８コマ納まり、特に吹抜けもなく、最初に取り組む計画としては理解しやすい内容である。 

・計画の要点等は、全て記述内容であり、こちらも過去問で一般的に出題された内容に近いものとした。 

② 予測課題２の特徴 

・北側が主道路、東側がサブ道路の２面道路であるが、床面積が2，100～2，500㎡と小さく非常に難しい内容である。 

・プールが横配置の12コマという大規模プール計画であり、南配置による二方向避難等の計画を把握できる。 

・利用者用駐車場10台はピロティ活用であり、一部カフェ上部が３層吹抜けのパターンとなっている。 

・計画の要点等は、「補足図記入欄」を最大に取り入れて問題を作成した。 

③ 予測課題３の特徴 

・センターは毎年必ず予測し難い問題を組込むので、それを想定して課題を作成した。 

・駅から200ｍの道＇H27出題パターン（が敷地中心と直交しており、敷地を通り抜けて運動公園へ向かう計画である。 

・北側一面道路で、駐車場を西側に配置し、そこからの利用者が敷地へ入る動線指定＇H29出題パターン（とした。 

・提案型＇H29出題パターン（の屋内運動室と、大規模空間の健康プラザを計画する要求室とした。 

・エントランスには南北２ヶ所に３層吹抜けを計画するものとした。 

・その他、地下１階指定ありと、床面積は、2，600～3，000㎡の課題１と２の中間的規模とした。 

 

 
 

表１　各予測課題の比較一覧表
屋外 屋外

テラ ス 広場

規模 横 縦 東 西 南 北 車いす 利用者 サービス
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長室
会議室 休憩室 更衣室

指導

控室

応接

室他
設備室 （㎡） （㎡） （台） （台） （台） （台）

予測課題１ 1,800 50 36 2,800 ～ 3,200 商業 道路 道路 事務所
200㎡

（2室）
400㎡ 適宜 80㎡ 200㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 300㎡ 適宜 100㎡ 50㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 50㎡ 1 1 10 8/13確定

予測課題２ 1,800 50 36 2,100 ～ 2,500 道路 事務所 公園 道路
120㎡

（2室）

10×25

10×10
適宜 200㎡ 80㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜

100㎡

（吹抜）
70㎡ 70㎡ 6人 30㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 1 10 2 10 8/27確定

予測課題３ 1,820 52 35 2,600 ～ 3,000 道路 駐車場 公園 公園
140㎡

（2室）
450㎡ 30㎡

提案型

200㎡
100㎡ 適宜

適宜

（吹抜）
50人 70㎡ 400㎡ 40㎡ 適宜 50㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜 30㎡ 30㎡ 1 1 20

9/10確定

Ｂ１有

課題① 1,800 50 36 2,800 ～ 3,300 市役所 道路 公園 道路
140㎡

（2室）
400㎡ 適宜 － －

160㎡

（2室）
200㎡ 80㎡ 80㎡ － － － 40㎡ － － － 適宜

適宜

（吹抜）
－ 100㎡ 70㎡ 80㎡ － 6人 30㎡ 35㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 － － 1 - 1 20 8/20分析

課題② 1,800 50 36 2,100 ～ 2,500 道路 事務所 道路 住宅
120㎡

（2室）
250㎡ 20㎡ 250㎡

80㎡

（2室）
－ 70㎡ － － － － － 70㎡ － － － 適宜

適宜

（吹抜）
40人 －

50㎡

80㎡
70㎡ 40㎡ 6人 － － － 適宜 － 適宜 － 150㎡ 2 3 2 10 8/20分析

課題③ 1,800 50 36 2,400 ～ 2,800 道路 道路 公園 道路
175㎡

（3室）

10×25

10×10
適宜 － － － 150㎡ 100㎡ － 100㎡ 30㎡ 30㎡ 50㎡ 30㎡

40㎡

（2室）
50㎡ － 適宜 140㎡ － － － － 60㎡ － － － 適宜 適宜 適宜 30㎡ － 1 10 2 10 8/20分析

早期対策１ 1,750 50 35 2,700 ～ 3,200 図書館 道路 道路 市庁舎
160㎡

（2室）
450㎡ 30㎡ 200㎡ 300㎡ 50㎡ 適宜 20㎡ 適宜 適宜 45人 50㎡ 50㎡ 6人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 2 8 2 10

早期対策２ 1,800 50 36 2,700 ～ 3,200 住宅 道路 公園 道路
140㎡

（2室）
400㎡ 適宜 200㎡ 160㎡ 50㎡ 80㎡ 適宜 50人 適宜 80㎡ 適宜 80㎡ 5人 適宜 適宜 適宜 適宜 50㎡ 1 2 20

演習１Ａ 1,800 50 36 2,500 ～ 2,900 道路 図書館 住宅 道路
150㎡

（2室）
450㎡ 50㎡ 200㎡ 100㎡ 適宜 50㎡

適宜

（吹抜）
45人 50㎡ 7人 適宜 適宜 適宜 適宜 250㎡ 1 2 18

演習３Ａ 1,924 52 37 2,900 ～ 3,400 事務所 商業 道路 道路
160㎡

（2室）
12×25 30㎡ 240㎡ 240㎡ 150㎡ 25㎡

適宜

（吹抜）
40人 80㎡ 120㎡ 80㎡ 6人 適宜 35㎡ 適宜 1 2 1 15

演習３Ｂ 1,872 52 36 2,700 ～ 3,100 住宅 商業 道路 道路
150㎡

（3室）
450㎡

100㎡

（3室）
120㎡ 240㎡ 適宜

20㎡

（2室）
30㎡ 適宜 50人

240㎡

（2室）
適宜 40㎡ 10人 適宜 30㎡ 適宜 100㎡ 1 1 2 20

演習４Ｂ 1,575 45 35 3,000 ～ 3,400 駐車場 事務所 道路 事務所
180㎡

（2室）
450㎡ 30㎡ 220㎡

180㎡

220㎡
60㎡ 適宜 適宜 適宜 50人 90㎡ 120㎡ 5人 40㎡ 40㎡ 適宜 適宜 適宜 100㎡ 1 1 20

模擬試験 1,776 48 37 2,600 ～ 3,000 道路 駐車場 公園 道路
160㎡

（2室）
330㎡ 50㎡ 100㎡

300㎡

50㎡
適宜 適宜

適宜

（吹抜）
50人 50㎡ 160㎡ 70㎡ 6人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 2 10

特訓課題１Ａ 1,800 50 36 3,000 ～ 3,500 公園 公園 公園 道路
140㎡

（2室）
330㎡

300㎡

300㎡

共用

200㎡
70㎡ 100㎡ 70㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 40人 60㎡ 40㎡

展示

50㎡
6人 適宜 適宜 適宜 100㎡ 2 40

特訓課題２Ａ 1,850 50 37 2,800 ～ 3,200 センター 武道館 プール 道路
200㎡

（2室）
8×20

無柱
10×10

120㎡

（2室）
200㎡ 100㎡ 25㎡ 適宜 50㎡ 適宜 40人 50㎡ 8人 適宜 適宜 適宜 80㎡ 1 1 40

基本課題 1,800 50 36 2,400 ～ 2,800 道路 駐車場 公園 道路
200㎡

（2室）
400㎡ 適宜 70㎡ 150㎡ 50㎡ 80㎡ 50㎡ 30㎡ 50㎡ 10人 20人 適宜 適宜

適宜

（吹抜）
60人 30人 5人 適宜 適宜 20㎡ Ｂ400㎡ 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

基本Ｓ１ 1,800 50 36 2,500 ～ 2,900 地域建 道路 公園 道路
160㎡

（2室）
400㎡ 100㎡ 150㎡ 50㎡ 50㎡ 20㎡ 30㎡ 20人 適宜

適宜

（吹抜）
40人 20人 適宜 5人 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 1 30

基本Ｓ２ 1,728 48 36 2,100 ～ 2,500 公園 道路 公園 道路
160㎡

（2室）
400㎡ 40㎡ 80㎡ 120㎡ 150㎡ 30人 80㎡ 15㎡ 25㎡ 40㎡ 30㎡

適宜

（吹抜）
60人 15㎡ 4人 適宜 適宜 15㎡ Ｂ300㎡ 2 1 30 Ｂ１有

オリジナル１ 1,976 52 38 2,600 ～ 3,000 道路 公園 道路 公園
200㎡

（2室）
500㎡ 80㎡ 150㎡ 80㎡ 16人 40㎡ 適宜 40㎡ 40㎡ 適宜 適宜 適宜 15人 適宜 50人 40㎡ 150㎡ 8人 適宜 適宜 Ｂ350㎡ 50㎡ 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル２ 1,800 50 36 ～ 3,000 住宅 道路 公園 道路
200㎡

（2室）
320㎡ 適宜

120㎡

（2室）
80㎡ 60㎡

2室

30人
80㎡ 40㎡ 40㎡ 適宜 50人 60㎡ 6人 40㎡ 適宜 50㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル３ 1,900 50 38 2,400 ～ 2,800 住宅 公園 住宅 道路
160㎡

（2室）
250㎡ 250㎡ 150㎡ 適宜 適宜 適宜 適宜 50人 110㎡ 8人 適宜 適宜 50㎡ 適宜 2 4 1 30 Ｂ１有

オリジナル４ 1,976 52 38 2,200 ～ 2,600 道路 児童館 公園 道路
240㎡

（2室）
450㎡ 適宜 70㎡ 180㎡ 40㎡ 適宜 120㎡ 適宜 30㎡ 適宜 15人 適宜

適宜

（吹抜）
30人 6人 適宜 適宜 適宜 200㎡ 2 1 20

オリジナル５ 1,900 50 38 2,500 ～ 2,900 公園 道路 公園 道路
200㎡

（2室）
7×12 40㎡ 80㎡ 適宜 80㎡ 40㎡ 10人

適宜

（吹抜）
40人 適宜 適宜 適宜 6人 適宜 150㎡ 2 1 20 Ｂ１有

オリジナル６ 1,800 36 50 2,600 ～ 3,000 道路 公園 遊歩道 公園
50㎡

（2室）
250㎡ 適宜

80㎡

（2室）
適宜 80㎡ 適宜 15人 適宜 40人 120㎡ 適宜 150㎡ 4人 適宜 20人 200㎡ 1 1 10

オリジナル７ 1,800 50 36 2,100 ～ 2,600 公園 事務所 道路 公園
240㎡

（2室）
350㎡ 70㎡ 180㎡ 50㎡ 適宜 適宜 適宜

180㎡

10人
適宜 210α 5人 適宜 120㎡ 1 2 2 30 Ｂ１有

オリジナル９ 1,728 48 36 3,200 ～ 3,600 公園 福祉 道路 道路
200㎡

（2室）
300㎡ 100 200 80 60 250 80 適宜

60㎡

（2室）
210

適宜

（吹抜）
50人 60 適宜 8人 適宜 適宜 150 2 6 1 10 Ｂ１有

指定床面積

（健康プラザ内） （健康プラザ内）

要求室

管理部門共用部門

参考：９月２３日までのＮ社学校とＳ社学校との課題で主な相違点は、①温水プールは、Ｎ社縦配置、Ｓ社横配置が多い、②階数設定は、Ｎ社地上３階建て、Ｓ社地下１階機械室地上３階建てが多い、③利用者用駐車場は、Ｎ社敷地内設定半分程度の課題であり、Ｓ社敷地内設定尐ない等である。

Ｎ社学校

Ｓ社学校

駐車場 駐輪場

課題名

建設用地 東西南北の条件

（㎡）～（㎡）

Ｎ社書籍

注意：上記取りまとめでは、要求室の軽運動部門の「医務室」は管理部門内も有、共用部門の「売店」と「ラウンジ」はエントランス内も有、屋外広場は１階又は２階有、類似用途は一部名称が類似したものへ融合有、Ｎ社学校とＳ社学校は会員の協力により本表作成範囲で協力頂いたものであり参考程度に見て下さい。

各社

研究会

備考以上～以下 軽運動部門

本内容は会員講座で公開 
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図１ ７ｍ×７ｍスパン割り（横６コマ縦４コマ）
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７．確定エスキスのまとめ 
・研究会は、エスキスを迷いなくまとめるには、「エスキスを確定」することが有力と判断している＇7/30＇月（掲載済み（。 

・１級建築士の製図試験は、「時間との勝負の試験」でもあり、その中で時間が見えないのはエスキスである。 

 エスキスさえ２時間で完成できれば、計画の要点等１時間、作図３時間、見直し30分でランクⅠへ入れる。 

 毎年、エスキスがまとまらず、エスキス未完成で作図に入り、合格できないという方が多々いる。 

  

＇1（確定エスキスとは 
・研究会の確定エスキスは、H30課題から推奨プランを想定して、望ましいエスキスを確定する手法を取っている。 

 ⇒最大の利点は、これがベストなエスキス案であると確定させて示していることであり、その結果、受講者が様々な 

  エスキス検討をする時間を割愛できる点である＇試験時は基本エスキスが確定しており若干の応用で終了する（。 

 ⇒不安要素は、確定エスキスが外れることだが、この点は外れることが研究会の存在意義をなくすることになるので、 

  研究会としては全力を尽くしている＇予測課題H28、H29と2年連続で80％以上的中した経緯でご判断下さい（。 

・資格学校は、課題10～15案のエスキス例を提示するに止まり、それぞれのエスキスを各自が判断しないといけない。 

 ⇒研究会のように、このエスキス法が良いという確定はしない、外れることは企業リスクに直結し、10～15パターン 

  の予測課題の提示と共に、それぞれのエスキス例を示していくこととなる＇全国、全受験者へ平等に説明（。 

 ⇒あらゆるエスキス例の提示は外れるリスクはないが、「結局何が出るのと疑問」も多く、疑問を解決するには、 

  相当量の学習が必要であり、学習量が足りないと試験時に悩みエスキス時間に取られ合格図にたどり付けない。 

 

＇2（建物寸法とスパン割り 
・敷地寸法は、横50ｍ×縦36ｍに近いものと推定する。 

 ⇒H24、H25、H27は50×35ｍ、H26、H29は50×36ｍであったが、今年は温水プールありで50×36ｍと推定 

・スパン割りは、階段＇4×7ｍ（や駐車場確保への対応、経済性等から７ｍ×７ｍスパン割りがベストと考える。 

 ⇒状況では、７ｍ×６ｍも可とするが、研究会の推奨するスパン割りは７ｍ×７ｍ＇確定エスキス（である。 

・敷地50×36ｍ推定なら、７ｍ×７ｍスパン割り＇これを１コマという（の横６コマ縦４コマを標準とする＇図１参照（。 

 ⇒建物を横６コマ縦４コマとすると、Ｘ方向Ｙ方向ともに８ｍ残るので、ここに＇２ｍと６ｍ駐車場可（となる。 

・事前に上記を確定すると面積もほぼ確定できる＇７ｍ×７ｍ＝49㎡・・・約50㎡（。 

 ⇒横６コマ縦４コマ＇42ｍ×28ｍ（なら、１階面積1，176㎡、２階面積1，176㎡、３階面積784㎡＝3，136㎡が基本。 

 
本内容は会員講座で公開 



　　※図２は、南面と東面が道路の場合であり、北面と西面が道路の場合は、180度反転させる。

 

＇3（温水プールの配置 
・今年の課題で最も大きな要求室は、温水プールである。従って、温水プールの配置が最も重要となる。 

 ⇒研究会の温水プールは、建物内＇横６コマ縦４コマ（の中で横２コマ縦４コマを推奨する＇図２参照（。 

  この横２コマ縦４コマ＝14ｍ×28ｍの場合、無柱計画となるが、それはＲＣ構造一体性からＰＣ梁を採用する。 

  プール周囲は、通路として２ｍ、窓側の最短距離１ｍとすると、プール最大11m×25ｍが確保できる。 

  ここは課題で大きさを指定される可能性が高い、指定がない場合は、8ｍ×20ｍ程度が標準的である。 

・温水プールの階数計画は、１階機械室、２階プール、３階プール吹抜けを推奨する＇図３参照（。 

 ⇒課題は３階建てであり、機械室はプール下部が望ましく、天井高さ６ｍ以上を考慮すると図３となる。 

  機械室は、給排水としてボイラー、貯湯槽、温水プール用循環ろ過器、温水床暖房、ポンプ等であり、 

  空調として単一ダクト方式も必要となる。 ⇒機器搬入、メンテナンス等からも１階が望ましい。 

  ただし、機械室の水害の観点から、ここに設置しない＇研究会は作図時間短縮等から屋上キュービクル推奨（。 
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図２ プール平面図（横２コマ縦４コマ）
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天井落下防止対策

屋内プール
（３階吹抜け）

機械室

１４ｍ

図３ プール断面図（高さ14ｍの例）

１階

２階

３階
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＇4（縦動線 
・階段とＥＶの縦動線計画は、温水プールからの２方向避難を想定して、最初から計画する。 

・プールが縦配置＇道路により東西位置が異なる（の場合は、縦動線は２方向避難から南北配置となる。 

・主出入口は、温水プール配置を除いた部分＇横４コマ縦４コマ（の中心が望ましい＇図４参照（。 

・主道路側が使用者用縦動線＇階段・ＥＶ（であり、反対側が管理者用縦動線＇階段・ＥＶ（となる。 

・なお、Ｎ社課題はプール縦配置が多く、Ｓ社課題は横配置が多い。 

⇒研究会は、２方向避難を事前計画すれば縦配置が計画＇エスキス（し易いとしている＇課題２では横配置も提示（。 

 

＇5（２方向避難 
・プール配置を右全面とする計画では、２方向避難＇特に重複距離（を注意した計画とする。 

・そのためには、脱衣室をプール近傍の縦方向中心に配置することが望ましい。 

⇒脱衣室は、ロビーから入り、脱衣して、プールへと入る通り抜け動線にすることで動線交差がなくなる。 

 脱衣室を縦方向中心にすることで、その左右に２方向避難を計画することができる。 

 プール縦動線での２方向避難を計画すると、階段・ＥＶと共に更衣室の配置も確定する。 

 

２ｍ

３８ｍ

図４ 縦動線と２方向避難
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＇6（その他 
その他の確定エスキスを以下列記する。 

 

① 管理用階段・ＥＶの確定エスキス＇図５参照（ 

・管理用階段は、５ｍ×３ｍとする＇階段線10本書く（。 

・その隣にＥＶを２ｍ×３ｍとする。 

・扉はどちらも特定防火設備である。 

・１階の階段は、階高６ｍで２回転となる。 

・階段の隣に、ＥＰＳ、空調ＰＳ、ＰＳを書く。 

 ⇒各階共通で設置、エスキスで悩まない。 

  メンテのし易さ、計画のし易さで確定優位性あり。 

 ⇒他設備配管は、便所ＰＳ、ＤＳ、煙突のみとなる。 

・地下１階がある場合は、１階に地下への階段あり。 

 ⇒地下１階は、管理用階段からの動線とする。 

・地下が無い場合、消火栓ポンプ室か倉庫とする。 

 

② 利用者用階段・ＥＶの確定エスキス＇図６参照（ 

・利用者用階段は、７ｍ×４ｍとする＇階段線13本書く（。 

・その隣にＥＶを３ｍ×３ｍとする。 

・２階プールからの２方向避難から階段とＥＶの配置は 

 図６のようになる＇廊下３ｍ確保より（。 

・利用者用階段とＥＶは、１コマ内に納める方法もあるが、 

 上記の２方向避難からは図６がベストとなる。 

・地下１階がある場合は、こちらに消火栓ポンプ室あり。 

 消火栓ポンプ室は、設備機械室でも良いが、ここに 

 納まるので、確定で書く方が良い。 

 屋外への扉があったほうが良い＇無しも可、室内側扉（。 

 なお、地下１階がないと管理用階段にしても良い。 

 その場合は、こちらは倉庫となる。 

・ＥＶの隣は主出入口となる＇風除室（。 

 主出入口から近い場所にＥＶがあることが望ましい。 

 利用者動線は、短いほうが良いので、この配置となる。 

・ここに、上下足＇下足棚（を計画する。 

 ２階のみに更衣室がある場合、上下足計画が２階も可。 

・図６は、風除室上部が３層吹抜けとなっているので、 

 竪穴区画として防火シャッターが必要である。 

 図６のように点線書きでの特定防火シャッターとなる。 

 扉も本来必要であるが、H29標準解答例②では扉記載 

 ないので、扉は無くても減点無しと想定。 

 安全のためには、扉を書いたほうが良い。 

 

③ プール吹抜け部の確定エスキス＇図７参照（ 

・上部には開閉式トップライト＇自然採光・自然通風（ 

・無柱梁は、上部ＰＣ梁＇500×1000（ 

・下部が設備機械室となるので、隅角部にＤＳ、煙突 

・窓は、Low-E複層ガラス＇窓から入る日射量を抑制（ 

・東西は、垂直ルーバー＇東西側の日射負荷低減（ 

・南には、水平ルーバー＇南側の日射負荷低減（ 

・観覧コーナーには、特定防火シャッター 

 延焼ラインの開口部には防火シャッターが必要であるが、 

 この点は、以下の特記にて無記載可としている。 

 特記：＇特（は特定防火設備を示す。 

     特記なき限り延焼の恐れのある部分の範囲にある 

     開口部は防火設備を示す。 

 
 

図５ 管理用階段・ＥＶの確定エスキス 

図６ 利用者用階段・ＥＶの確定エスキス 

図７ プール吹抜け部の確定エスキス 
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④ 断面図の確定エスキス 

・断面図は、最も切り易い、書きやすい場所で切る＇直線でなくＺ型に切っても良い（。 

・指示場所がある場合は、そこを切らないと大減点となる＇プール断面が指定される可能性大（。 

 その場合、プールだけを切らないこと、全体の断面が分かるように切断しないと減点となる。 

 つまり、プール縦配置なら東西での切断であり、プール横配置なら南北での切断となる。 

 ＇どちらで書いても断面図は30分程度で書けるので、断面図を気にしてプールを縦横配置としないこと。（ 

 

屋上は、以下で確定する＇図８参照（。 

・開閉式トップライト＇自然採光・自然通風（ 

・太陽光集熱パネル＇温水プール補助熱源利用（ 

・太陽光発電パネル＇災害時対応蓄電池組合せ（ 

・屋上緑化＇最上階の室温上昇抑制（ 

・井水散水＇屋上緑化の水源（ 

・空冷ヒートポンプチラー＇温水プール単一ダクトの空調室外機（ 

・空調室外機＇ビルマルチ室内機の室外機（ 

・キュービクル兼非常用自家発電機設備＇キュービクルとキュービクル式非常用自家発電機の短縮名称（ 

 

断面部には、以下を記載する。 

・ＧＬからの寸法は、１Ｆ：100、１Ｆ階高：6，000、２Ｆ階高：4，000、３Ｆ階高：4，000、屋上部：600を基準として、 

 温水プールの天井高さが７ｍの場合は、３Ｆ階高を5，000とする。 

・温水プール断面部は、高天井落下防止対策＇Ｖ字型ブレース（、温水床暖房＇太陽光集熱パネル利用（、 

 垂直ルーバー＇西側の日射負荷抑制（、観覧コーナー窓：特定防火シャッター、２重スラブとする。 

 

ピット部＇寸法2，000（には、以下を記載する。 

・雤水貯留槽＇中水道システムの水源（、アースチューブ＇夏季冬季の外気温度を緩和して空調負荷低減（ 

 

 

図８ 断面図の確定エスキス 
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８．高速図面の書き方 
・図面は、エスキスが終了している段階から書くのであれば、確実に３時間で仕上げることができる。 

・しかし、高速に書き上げるには、それなりにコツも必要であるので、ここではそれを紹介する。 

・研究会の考え方は、本試験は減点法であり、作図では減点とならない書き方で良いという考えである。 

・なお、16：30に平面図完了で断面図がまだ書いていない状況なら、断面図はフリーハンドで仕上げる。 

 断面図をフリーハンド30分で仕上げて、17：00からの30分は、見直し時間とする。 

 どんなに注意して書いても、最低でも10個はミスがある、ミス探しに30分を掛けないと、細かい減点の 

 積み重ねとなり、ランクⅡになってしまう可能性が高まる。 

 

図９を参照に高速図面の書き方を列記する。 

① 垂直ルーバーは、定規で二重線を書いて、その中をフリーハンドで斜め線を書く 

② 窓は単線で良い、学校では壁＋窓の三本線の指導もあるが標準解答図は単線＇枠の縦線はフリーハンド（ 

③ 洗面器と便所＇大小（は、フリーハンドが早く書ける 

④ 椅子は、フリーハンドが早く書ける 

⑤ 水平ルーバーは、定規で二重線のみとする 

⑥ 寸法は、７ｍのみと合計数を記載する＇細かく寸法を書くと時間がかかる（ 

⑦ 扉はフリーハンドで横棒または縦棒が早く書ける 

⑧ 庇は、全て幅１ｍとする＇主出入口の庇も幅１ｍ、悩まないことが早く書く方法、建ぺい率も考慮（ 

 

 

図９ 断面図の確定エスキス 

 ⑤水平ルーバーは二重線 

 ⑥寸法は、７ｍのみを記載 

 ⑦扉はフリーハンドで横棒、縦棒 

 ⑧庇は全て幅１ｍ（建ぺい率計算も考慮） 

 ①垂直ルーバーは二重線＋斜め線をフリーハンド 

 ②窓は単線で枠は縦線フリーハンド 

 ③洗面器と便所（大小）はフリーハンド 

 ④椅子はフリーハンド 
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９．計画の要点等のまとめ 
・研究会は、「計画の要点等」の点数が100点満点の40点と高いと推定している。 

・１万人受験ならランクⅠ＇合格（４千人の下位千人と、ランクⅡ＇不合格（３千人の上位千人は激戦区と推定。 

・この激戦区２千人は、図面では差が付き難く、計画の要点等の出来・不出来で勝負がつくと推定する。 

・従って、計画の要点等では、以下の点を注意して書き上げると良い。 

 ① 必ず理由を書く、理由のない文章は減点対象となる。 

 ② 文章記載欄は全て埋めるようにする、４行なら４行、５行なら５行書く、２行空欄は減点対象と推定。 

 ③ 「図等で補足しても良い」との問題があれば、文章で書いた内容の全てを図等補足する。 

    「図等で補足しても良い」の日本語に惑わされない、書かないと大減点＇－3点～－4点（と推定。 

⇒高得点を取るため、下記まとめを丸暗記する＇補足説明は「計画の要点等の解答例まとめ」参照（。 

 ＇下記は、9/10＇月（まとめたものであり、その後、予測課題３を掲載したので、それも掲載する。（ 

 

表１　建築計画の予測問題と解答例＇1（

予測問題 解答例

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

＇予測課題１の解答：一部修正（

・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。

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

＇予測課題１の解答：一部修正（

・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。

③　温水プール及び更衣室において、

　　　バリアフリーに配慮した設計の考え方や設計

　　　のポイント＇仕様、各種寸法等（について特に

　　　考慮したこと＇３つ以上のポイント（

なお、【補足図記入欄②】にその考え方等を

イラストやシステム図等により補足してもよい。

＇予測課題２の解答：一部修正（

・更衣室内に計画した便所は、車椅子利用者も利用できるように、多機能便所とした。

・更衣室から温水プールへ行くには、段差150ｍｍの足洗いを通ることから、車椅子利用者用として段差のない別ルートを設けた。

・また、その別ルート内には、専用に利用できるようにするため、車椅子利用者用の更衣・シャワーを計画した。

・温水プールからの２方向避難経路として、利用者廊下と管理者廊下があるが、温水プールから両廊下へは、側溝とグレーチング

　を設けて、ウェットゾーンとドライゾーンとを明確に分離しつつ、段差が生じないように計画した。

④ バリアフリー＇温水プールと更衣室以外（

　　　及びセキュリティについて工夫したこと

・バリアフリーは、バリアフリー法の円滑化誘導基準に適用させるため、外部及び内部通路幅を1.8ｍ以上、利用者用エレベーター

　を車椅子が回転できる13人乗りとした。

・各階には、車椅子利用者のための多機能便所を設け、通路等の段差は２ｃｍ以下とした。

・１階のセキュリティは、利用者の管理がしやすいように、出入口、利用者用エレベーター及びエントランスホール全体が見える

　位置にフロントを計画した。

⑤　ゾーニング計画について工夫したこと

・１階は、レストラン等の共用部門として、軽運動部門を２階と３階にし、明快な階別ゾーニングとした。

・利用者の大部分は軽運動部門を利用することから、主出入口近傍に利用者用ＥＶと階段を設け、軽運動利用者ゾーンへの

　移動距離が短くなるように計画した。

・管理ゾーンは、東側から出入りする計画とし、利用者ゾーンと管理者ゾーンを明確に区分する計画とした。

⑥　避難計画について工夫したこと

・利用者用階段と管理者用階段は、計画当初から安全に２方向避難ができるように離した位置で計画した。

・利用者用廊下は、避難時の安全のため、幅３ｍ以上で見通しの良い直線上とした。

・避難経路となる廊下等の仕上げ材は、延焼防止のため不燃材料とした。

・避難誘導等は、煙等の発生時も安全に避難できるように、見やすい場所に音声案内付を採用した。

⑦　歩行距離及び重複距離、延焼の恐れの

　　　ある部分の位置と防火設備、防火区画

　　　＇面積区画、竪穴区画（についての

　　　考え方及び工夫したこと

＇1（　歩行距離及び重複距離

・本建物は、内装準不燃材料以上を適用して、無窓以外の居室の最大歩行距離60ｍ＇重複距離30ｍ（とした。

・計画では、利用者用階段と管理者用階段をできる限り離して、歩行距離＇重複距離（内となるように計画した。

＇2（　延焼の恐れのある部分の位置と防火設備

・１階の延焼の恐れのある部分＇延焼ライン（は、隣地境界線と道路中心線から１階が３ｍ、２階が５ｍである。

・延焼ライン内にある開口部は、防火設備の対象となる。

＇3（　防火区画＇面積区画、竪穴区画（

・1500㎡を超える場合は面積区画となり、階段やＥＶ部分は竪穴区画の対象となる。

・階段及びＥＶの各階扉部は、竪穴区画として特定防火設備とし、吹抜け部は面積区画として上階部に防火シャッターを計画した。

本内容は会員講座で公開 



表２　構造計画の予測問題と解答例

予測問題 解答例

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

＇予測課題１の解答：一部修正（

＇1（　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。

＇2（　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。

・無柱空間となる温水プールの架構は、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。

＇3（　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。

②　建築物全体の「構造種別・架構形式・

　　　スパン割り」について考慮したことと

　　　「主要な部材の断面寸法」

＇予測課題２の解答：一部修正（

＇1（　構造種別

・不特定多数へ対応するため、耐火・耐久・防水性等に優れたＲＣ造＇一部ＰＣ梁（とした。

＇2（　架構形式

・設計自由度が高く各要求室に対応しやすい点を考慮して、純ラーメン架構とした。

＇3（　スパン割り

・単位構造グリッドが経済的な50㎡以下となるように、ＸＹ方向が７ｍの単一スパンとした。

＇4（　主要な部材の断面寸法＇ｍｍ（

・大梁：500×800、　温水プール無柱空間の大梁：500×1000、　小梁：300×600

・柱：750×750、　壁：200、　床：200

③　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

＇予測課題１の解答：一部修正（

・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。

④　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

＇予測課題１の解答：一部修正（

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。

⑤　温水プールの構造計画について

　　　考慮したこと＇２つ以上の構造計画（

なお、【補足図記入欄③】にその考え方等を

イラストやシステム図等により補足してもよい。

＇予測課題２の解答：一部修正（

・２階の温水プール部のスラブは、段差スラブとなり床荷重が大きくなることから、７ｍスパンの大梁間に小梁を２ヶ所設けて、

　床を３分割することで安全性に配慮した。

・温水プールサイド部分は、架構の応用伝達が円滑になるように、プール室４周の大梁をプール部段差スラブの梁下端部に

　合せた２重スラブとすることにより、プール室床板の剛性を高めた。

⑥ スラブ及び小梁の架け方について工夫したこと

・スラブは、空気伝搬音の防止や床衝撃音遮断性能を確保するため厚さ200ｍｍとした。

・小梁は、スラブのたわみや振動を抑制するため、短辺方向で４ｍ以下となるように配置した。

・温水プールのスラブは、防水層を考慮して、プール床面でＦＬ-200、プール内下面でＦＬ-1200として、

　段差部でスラブに過度な負担が生じないよう小梁を配置した。

・温水プールと廊下等との境部は、バリアフリーの観点から、FL-200に対してグレーチング側溝を設けて、

　床面にモルタル増し打ちを行いFL±0とした。

⑦ 本建物の地震における耐震安全性の目標値を示

し、耐震計画について配慮したこと

＇1（耐震安全性の目標値

・本建物は、大地震後に構造体の大きな補修をすることなく使用できるように、構造体の分類Ⅱ類＇重要度係数1.25（とした。

＇2（耐震計画

・建物全体の計画では、局所的な変形がおきないようにすることで耐震性が高まることから、平面的に整形になるように計画した。

・純ラーメン架構は、柱と梁とのフレーム構造により剛性を確保する構造であることから、短柱、短梁にならないように計画した。

・柱と雑壁の取り合い部は、構造スリットを設けることにより、短柱とならないようにした。

本内容は会員講座で公開 



表３　設備計画の予測問題と解答例＇1（

予測問題 解答例

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

＇予測課題１の解答：一部修正（

空調方式：単一ダクト方式

・空調方式は、天井高が６ｍと高く、また気積が大きいため、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、夏季及び冬季の外気熱負荷を抑制するため、アースチューブを採用した。

②　カフェの採用した空調方式、採用理由及び

　　　特に考慮したこと

なお、【補足図記入欄④】にその考え方等をイラスト

やシステム図等により補足してもよい。

＇予測課題２の解答：一部修正（

＇1（　空調方式

空冷ヒートポンプ・ビルマルチ方式＇天井カセット型・天井隠ぺい型（＋全熱交換器

＇2（　採用理由

・吹抜空間が短編距離４ｍと短いことから、高効率で空調負荷の変動へ追随しやすい空冷ヒートポンプ・ビルマルチ方式とし、

　省エネの観点から全熱交換器を組合せた。

＇3（　特に考慮したこと

・１階客席部が快適な冷暖房空間となるため、１階天井部に天井カセット型を設置し、天井裏に天井隠ぺい型を設置して、

　天井側面から吹抜部へノズル吹出しとした。

③　厨房からの排気についてダクトルートで

　　　工夫したこと

・厨房から排気は、正面出入口側となる北側を避けて、西側壁面に沿って最上階までダクトを立ち上げ排気するルートとした。

・排気ファンは、騒音やメンテナンスを考慮して、屋上に設置した。

・屋上の排気場所は、厨房排気の臭気が３階の各要求室に影響しない場所で排気するようにした。

④　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

＇予測課題１の解答：一部修正（

＇1（　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。

＇2（　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。

＇3（　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。

⑤ レストランの厨房に採用した給湯方式と

　　　その理由

ガス瞬間式給湯器による局所給湯方式

・厨房は、循環熱ロスと圧送ポンプ動力の削減効果の観点から、個別対応しやすいガス瞬間給湯器による局所給湯方式とした。

・給湯器は、維持管理のしやすさから室内設置とした。

⑥ 採用した給水方式とその理由

受水槽方式によるポンプ直送方式＋中水道システム

・給水方式は、温水プール及び更衣室での同時使用率が高く、安定した水圧、水量を供給するため、受水槽方式＇ポンプ直送方式（を採用し

た。

・また、万一の断水時には、受水槽内の水を活用できるようにした。

・便所の洗浄水は、水資源の有効利用を図るため、雤水をろ過装置で再生する中水道システムを採用した。

⑦　設備シャフトの計画で工夫したこと

・ＰＳは、排水管の横引きが長くならない位置で上下階で一致する場所に計画した。

・屋上の屋外空調機からの設備用ＰＳは、各階共通でメンテナンスしやすい場所から、管理用階段の隣りに計画した。

・ＥＰＳは、各階共通でメンテナンスしやすい場所から、管理用階段の隣りに計画した。

・ＤＳは、縦ダクトルートが最短となるように、設備スペース＇室内空調機設置（から温水プール天井裏まで温水プール内隅角部に計画した。

⑧ 採用した照明計画について、工夫したことを

　　　３点記述すること

・共用部及び各要求室の照明器具は、Ｈｆ型蛍光灯に比較して高価となるが、機器の寿命が長くランニングコスト安価となるＬＥＤ照明器具を

採用した。

・便所の照明は、利用者が不在時に確実に消灯し節電を図るため、人感センサー付き照明器具とした。

・エントランスホール等共用部の窓際の照明は、昼光により明るさが確保できる時間帯もあることから、照度を下げて電力消費量を抑えるため、

　照度センサー組込み型の照明機器を採用した。

⑨　地震等の災害における設備の停電対応

　　　＇３日程度（と設備機器の損傷防止

　　　について工夫したこと

・地震時の給水の断水対策として、受水槽内の水の直接利用と、雤水貯留槽の水を洗浄水として利用できるように太陽光発電設備の電気を

活用

　できるようにした。

・設備の停電対応は、火災時に屋内消火栓の電源として活用する非常用自家発電設備を、機器の有効利用の観点から、停電時の自家発電

設備

　としても活用する計画とした。

・地震による設備機器の損傷防止は、運転不可能となる状況を避けるため、設備機器を防振架台の上に設置し、更に接続する配管には

　フレキシブル継手を採用した。

本内容は会員講座で公開 



表４　環境負荷の記述課題の予測と解答例

予測問題 解答例

①　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

＇予測課題１の解答：一部修正（

＇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み照明負荷を抑制するため、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、自然通風を促進し室内の暖気を排出することで、夏季の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、窓面から侵入する日射負荷の低減を図った。

・窓の仕様は、窓から入る日射量を抑制し夏季の空調負荷を低減するため、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、直射日射等により屋根から最上階へ侵入する熱流を抑制し、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。

②　採用したパッシブデザインについて特に

　　　考慮したこと＇３つ以上の手法（

この課題において、太陽光パネル、太陽熱温水器は

パッシブデザインに含まない。

なお、【補足図記入欄①】にその考え方等をイラスト

やシステム図等により補足してもよい。

＇予測課題２の解答：一部修正（

・吹抜部の温水プールとカフェ上部には、自然採用による照明負荷低減、自然通風による空調負荷低減を図るため、開閉式トップライトを設置

した。

・南面及び西面の窓から入る日射負荷を抑制するため、窓をLow-E複層ガラスとして、南面には水平ルーバー、西面には垂直ルーバーを採

用した。

・屋上には、屋根から熱流入することで最上階の室温上昇を抑制するため、屋上緑化を計画した。

③ 建築物の環境負荷低減＇熱負荷抑制、

　　　省エネルギー等（について設備方式

　　　＇空調設備、給排水設備、電気設備（

　　　として配慮したこと＇各３つ以上（

＇予測課題１の解答：一部修正（

＇1（　空調設備

・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・ビルマルチ方式を採用した。

・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。

・屋根には、夏季でも16℃程度の安定した冷水となる井水を散水し、水分の蒸発潜熱による冷却効果と併せて熱負荷抑制とした。

＇2（　給排水設備

・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器具を採用した。

・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。

・屋上には、太陽光集熱パネルを設置して、給湯熱源の一部とすることで、給湯に関する省エネルギーを図った。

＇3（　電気設備

・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。

・屋上には、太陽光発電パネルを設置して、電気の一部として活用することで、省エネルギーを図った。

本内容は会員講座で公開 



以下は、上記まとめの後に予測課題３（計画の要点等）の解答であることから、ここでも列記する。

「H30予測課題３」の「3.計画の要点等」の解答用紙

　　建築計画、構造計画及び設備計画について、次の＇1（～＇10（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（　屋内運動室において各自が提案する運動内容の計画で工夫したこと

・運動は、３種類の異なる運動が可能となるように、ネットによる３分割ができる計画とした。

・屋内運動室の天井高さは、様々な運動に対応可能とするため、４ｍとした。

・室内の一部は、見学者や各運動コーナーへ参加しやすいように、通路部を設けた。

・利用者が容易に各運動へ参加できるように、運動室内に受付を設けた。

⇒各自の提案を書く問題です。昨年「コンセプトルーム」で新しく出題されたパターンです。

＇2（　健康プラザの計画について工夫したこと

・西側隣地駐車場からの出入口は、視認性、利用性等を考慮して、西側中央に計画した。

・健康プラザは、大空間に各要求室があることから、利用性を考慮して、縦横中心線を通路とした。

・健康プラザの利用者及び同伴者等が休憩できるように、その他要求室として休憩コーナーを設けた。

・受付は、利用者の管理をし易くするため、各要求室が見渡せる東側中心部に配置した。

⇒ここは、大空間における各自の計画を書いて下さい。

＇3（　エントランスホールの北側と南側の一部３層吹抜けについて工夫したこと

・南北の３層吹抜けは、入館者に対して開放感を与えるため、南北の出入口上部に設けた。

・３層吹抜けの天井面には、自然通風と自然採光を有効利用するため、開閉式トップライトを設けた。

・南北面は、開放感から全面Low-E複層ガラスを採用し、南面は省エネから水平ルーバーを設けた。

・３層吹抜けは、竪穴区画となることから、１階には防火シャッターを設置した。

・３層吹抜けは、出題可能性が高いですので、４行書けるようにして下さい。

＇4（　地下１階の計画について工夫したこと

・地下１階は、掘削工事費を最小とするため、設備スペース、災害備蓄倉庫、通路のみとした。

・地下１階への動線計画では、設備スペースがあることから、管理用階段から行けるように計画した。

・災害時には、災害備蓄倉庫から多くのものを運搬することから、管理用ＥＶからも行けるようにした。

・設備スペース隣には、設備機器の搬出入のためドライエリアを設け、道路から２ｍの搬送通路を確保した。

・地下１階への動線は、設備スペースが対象となるので、管理用階段からとして下さい。

＇5（　温水プール以外のスラブ及び小梁の架け方について工夫したこと

・スラブ厚さは、空気伝搬音や床衝撃音の遮断性能を確保するため、200ｍｍとした。

・スラブは、たわみやひび割れが生じにくくなるように、４辺を梁に固定した。

・更衣室の足洗いのスラブは、防水処理層50ｍｍを考慮してFL-200ｍｍの段差スラブとした。

・小梁は、スラブの振動やたわみを小さくするため、スラブ面積25㎡以下となるように設置した。

・小梁の掛け方は、たわみ等を考慮して、スラブ短辺方向で長くても４ｍ以内になるように計画した。

・足洗い等の段差スラブとなる場所は、スラブに過度な負担がかからないように段差部に小梁を設置した。

・温水プールのスラブや小梁の掛け方は、出題の確率が高いと推定します。

・ここは、それ以外のスラブ等ですが、出題時に焦らないように把握しておいて下さい。

本内容は会員講座で公開 



2018.9.24建築資格研究会

・作図では差が付き難い一面があります。特にランクⅠとⅡの激戦区＇約２千人（で勝つためには、

　この計画の要点等で差を付けるのが最も有効です。

⇒そのためには、記載欄が４行なら４行、５行なら５行の全部に書いて下さい＇他者に差を付ける有効策（

＇6（　温水プールの天井について天井落下防止対策として工夫したこと

・吊り材は、落下防止のため、１本/㎡以上を釣合い良く配置し、所定の間隔でＶ字型ブレースを設置した。

・各部材の接合金物は、落下防止のため、ネジ留めにより固定した。

・天井端部の壁と天井は、接触による落下を防止するため、クリアランスを６ｃｍ以上確保した。

・天井部材が重くなると落下し易くなるため、天井面構成部材の単位面積質量は、20ｋｇ/㎡以下とした。

⇒天井落下防止対策は、H28の注記事項ですが、H30も高天井があるので出題の可能性があります。

＇7（　健康プラザの採用した空調方式及びその理由

 空調方式 ： 空冷ヒートポンプチラーユニット＋全熱交換器

・健康プラザは、床面積382㎡、天井高3.5ｍと大空間であることから、空冷ヒートポンプチラーユニットを採用した。

・空冷ヒートポンプチラーユニットの室外機は屋上に、室内機＇床置型（は地下１階の設備スペースに設置した。

・地下１階室内機からは、ＤＳと２階天井裏ダクトを通じて、天井面に設置したアネモ吹出口から送風する。

・室内機への外気取入れでは、省エネルギーの観点から全熱交換器を採用した。

⇒天井3.5ｍなので、空冷ＨＰによる天井カセット型＋全熱交換器でも大丈夫です。

＇8（　採用した給水方式とその理由

 給水方式 ： 受水槽方式によるポンプ直送方式＋雤水再利用方式による中水道システム

・給水方式は、プールや更衣室等で大量に使用するので、受水槽によるポンプ直送方式とした。

・受水槽の水は、地震等の災害時に給水が停止した場合、飲料水として利用できるようにした。

・便所の洗浄水は、水資源の有効利用のため、雤水再利用方式による中水道システムを採用した。

・雤水は、ベタ基礎ピットに貯留し、ろ過装置により供給すると共に、断水時の洗浄水として有効である。

⇒給水方式には、上水のほか洗浄水もあるので、中水道システムも入ります＇高得点狙いで書いて下さい（。

＇9（　採用した受変電設備とその理由

 受変電設備 ：屋外型キュービクル

・受変電設備は、建物の床面積を最大限活用するため、床面積に入らない屋外型キュービクルとした。

・キュービクルは、屋上に設置するため、耐候性、耐久性、耐食性、防水性の高い外箱仕様を選定した。

・キュービクルの周囲は、保守点検を容易に行えるように、操作前２ｍ、他１ｍのスペースを確保した。

・基礎は、屋上設置とすることから軽量化を図るため、ゲタ基礎を採用した。

⇒受変電設備＇電気室（は、保守点検のため室内とすることも有効です。

＇10（　環境負荷低減手法として「太陽熱」、「地中熱」、「井水」のうち採用した手法と工夫したこと

 太陽熱 ：太陽熱集熱パネル

・太陽熱の利用では、温水プール及び床暖房で大量の温水を使用するため、太陽熱集熱パネルを採用した。

・太陽熱集熱パネルは、太陽熱を効率よく集熱するため、屋上南側に面して30°の角度で設置した。

 地中熱 ：アースチューブ

・地中熱の利用は、大量の外気が必要となる温水プールの温度緩和としてアースチューブを採用した。

・アースチューブは、地中での熱交換を十分確保するため、地中の配管距離を20ｍ以上確保した。

 井水 ：井水散水

・井水の利用は、夏季の屋上スラブ温度上昇を抑制するため、屋上スラブへの井水散水とした。

・井水散水の一部は屋上緑化の水源とし、屋上緑化と併せて最上階の空調負荷低減を図った。

⇒環境負荷低減手法は、パッシブデザインが確実に出題されると思います。

⇒こちらは、環境負荷低減手法のアクティブデザインですが、出題時に焦らないよう書けるようにして下さい。

本内容は会員講座で公開 



10．学校では教えない合格するためのコツ 
＇1（試験開始５分前のコツ 
以下は、試験当日にパニックにならない必殺のコツである＇自己責任で実施判断下さい（。 

・試験５分前ぐらいに試験用紙が配布される。 

・その時に１秒で良いので、試験用紙に汚れ等ないかの確認として、配置図だけを１秒で確認する。 

・確認内容は、縦横寸法と道路である＇昨年のように下書き用紙に配置図がある場合は、そちらの確認（。 

・縦横寸法は50ｍ×36ｍなのか、違うなら何ｍなのか、主道路とサブ道路は東西南北のどこかを確認する。 

・その後、目を閉じて５分間を精神統一と併せて次のことを考える。 

・50ｍ×36ｍなら7×7グリッドの6コマ×4コマ＇42ｍ×28ｍ（が使える、違うならどうするかを考える。 

・主道路方位が分かれば主出入口が、サブなら管理出入り口が確定し、概ねのゾーニングが確定する。 

・５分間もゆっくり考えれば、精神統一もでき、試験開始時にパニックになることがなくなる。 

・あくまで、試験用紙に間違いないか、汚れてないかの１秒確認時の内容ですが、自己責任で判断下さい。 

 

＇2（試験で焦らないコツ＆合格するコツ 
その他として試験で焦らない＆合格するコツとしては、以下がある。 

・試験元は、予測し難い内容を毎年必ず組込む、H29なら提案型要求室「コンセプトルーム」等である。 

・Ｓ社・Ｎ社も毎年10～15課題を予測するが、この点は当たらない＇当研究会も同様である（。 

・従って、毎年、予測し難い問題が組み込まれている、そういう試験であると納得して取り組むと焦らない。 

・一番重要なのは最初の２時間＇課題読みからエスキス（であることと、計画の要点等は１時間で、作図は 

 ３時間で確実に書き上げることができると自信を持って、焦らず最初のエスキス等２時間に集中する。 

・課題読み＆エスキス11：00～13：00⇒計画の要点等13：00～14：00⇒作図14：00～17：00⇒見直し30分 

・エスキスは、シンプルなプランで多くの方が考える常識的なものとする＇確定エスキスを参照下さい（。 

・エスキス終了時は、黄色マーカーで課題チェックを完璧にする＇作図中は直さない、直しは時間ロス（。 

・計画の要点等は、時間的余裕のある13：00～14：00に丁寧な字でしっかり書き上げる。 

・ランクⅠとランクⅡの合否激戦区では、この計画の要点等で勝負が決まる＇文章では必ず理由を書く（。 

・計画の要点等の記載欄は１行も残さない、補足図等で書く欄は文章記載内容全てを図化して補足する。 

・作図は、平面図１階、２階、３階を同時に仕上げていく＇捨線⇒寸法⇒柱⇒階段・ＥＶ⇒壁・窓⇒等（。 

・椅子、便所、扉などはフリーハンド推奨、平面図完了時間が16：30なら断面図はフリーハンドも念頭（。 

・17：00まで図面を完了させ、残り30分で見直しをする＇ミスは10個必ずあると信じて必死に探す（。 

・図面には、可能な限り「矢印をして簡潔な文章で補足する」、特に環境負荷低減等は理由を記載する。 

・審査員へＰＲをする図面を心掛ける、自分はこんなに勉強している、知識がある、図面に書かなければ 

 審査員へ伝わらない、頑張ったのにランクⅡでは意味がない、以下のカッコ内も図面に書くようにする。 

・開閉式トップライト＇自然通風・自然換気（、屋上緑化＇最上階の温室上昇を抑制（、太陽熱集熱パネル 

 ＇温水プール等の補助熱源（、水平・垂直ルーバー＇各方位の日射負荷低減（、温水式床暖房＇太陽熱 

 集熱パネル温水利用（、高天井落下防止対策＇Ｖ字型ブレース（、アースチューブ＇外気温度を緩和（等。 

⇒製図試験は相対合格率＇10人に4人の合格（ので、多くを書いて他者に勝たないと合格できない。 

 

＇3（課題読みのコツ 
試験開始と同時に約10分程度で課題を読むが、その時のコツを列記する。 

・課題は１回で読む＇課題を２度読みする方がいるが時間短縮と集中読みの観点から１回読みの方が良い（。 

・赤ボールペンでアンダーラインをしながら読む＇最初から多くの色分けをすると下記チェックができなくなる（。 

 ＇エスキス終了後に黄色マーカーでチェック、17：00頃作図終了後に赤色マーカーで最終チェック（ 

・「Ⅰ.設計課題」は、重要なことが書かれているので、簡単に読まない。 

・「1.敷地及び周辺条件」は、敷地条件＇敷地寸法、主道路、外部環境（、地盤状況＇良好（等を確認する。 

・「2.建築物」は、地下があるかチェック＇Ｓ社課題の多くは地下あり条件、Ｎ社は全課題で地下なし（、 

 床面積をチェック＇3，000㎡以下なら厳しい条件であることを認識する（、その後、「その他の施設等」を 

 読んでから「要求室」一覧表を読む＇広場やテラスの有無を確認して要求室との隣地条件をチェックする（。 

・床面積では、「約**㎡」なのか、「**㎡以上」なのかをチェックする＇約は±10％以内の面積が目安（。 

・「計画に当たっての留意事項」は、特に設備で条件があるかをチェックする＇プール単一ダクト方式等（。 

・「1.要求図書」は、特に延焼部や防火設備の図化指示、避難経路の指示が２階・３階の両方なのか等。 

・「3.計画の要点等」は、何があるかを確認し、それを念頭にしながら、次のエスキスに入る。 

 

最後に製図試験は、「時間との勝負の試験」であることを認識し、焦らず課題を確実に図面化して下さい。 

エスキスを２時間で完了させ、黄色マーカーで確実にチェックする＇図面作図後の修正は３倍時間がかかる（。 

プランは単純明快で多くの人が考えるシンプルなものとし、記述は必ず理由を書き空欄行を無くする。 

17：00まで作図と記述を完了させて、残り30分は見直しの時間とする＇ミスは必ず10個あると信じて見直す（。 

皆様が合格できますことを願っております。   ＇建築資格研究会（ 

本内容は会員講座で公開 


