
2019年9月30日：建築資格研究会

１章　残り２週間で学習すること「図面を書くのをやめて様々な課題の「エスキス２時間」を繰り返し学習する」

１．課題読みと面積出し30分（試験時間11：00～11：30）
・試験開始と同時に、15分で課題を読み、その後の15分で、課題の中の要求室一覧表を活用して面積出し及び階振分を行う。

（1）課題読み15分　（試験時間11：00～11：15）

・課題読み15分は、赤ボールペンを使いチェックポイントにアンダーラインをしながら一通り15分で読み終える（下記参照）。

・ここで、赤ボールペンだけでチェックする理由は、以下の通り。

①　課題文は、確実に落ちが無いようにチェックしたい

②　そのためには、多くの色があると見ずらくなる（チェックしにくい）

③　最初の課題読みは赤ボールペン、２回目のチェックとして1/400エスキスが終了した段階で黄色マーカーで全てをマーカーチェック、作図終了後に赤マーカーで最終チェックをする

　　⇒最初の課題読みを２回読む方がいるが、それは時間の無駄である。１回で読み切る癖を使た方が断然早く読み終える。２度読みは、最初を簡単に読むという良くない癖がつく。

令和元年度　１級建築士　製図課題 　「美術館の分室」の総括　（⇐最重要）

「美術館の分室」の総括は、下記テーマごと「章」に分けて取りまとめる（全て令和元年の試験対応としての解説）。

各章は、今まで取りまとめたもののポイント解説、それ以外の重要と考えられる内容、8/1（木）～9/28（土）までの質疑応用で重要なこと、その他本試

験で役に立つ内容を取りまとめた。最後の追込みで忙しい時期であるが、休日など１日を使って熟読頂き合格を勝ち取ってもらいたい。

会員皆様からの添削は、100件を超えている（HPはランクⅠで各10名のみアップ）。その添削の中で最も減点の多かったのは、①防火区画、②ＰＳ、③

面積計算であった。防火区画は、既に解説済みであるが、それも含め、それぞれを章として解説する。ＰＳは、多くの方から質疑応答があり、設備全体

（空調、給排水、電気、消防）として解説する。昨年までの質疑応答の紹介は、単純に時系列で掲載したが、本年度は、その中から重要な点を、この

総括の中で適宜抽出して紹介解説する。

試験は合格することが全て、「頑張りました、ランクⅡでした」は意味がない、だから合格できるための総括をまとめる。

１章 残り２週間で学習すること「図面を書くのをやめて様々な課題の「エスキス２時間」を繰り返し学習する」

２章 要求室は何が出るのか「Ｓ社とＮ社の予測課題も含めた比較一覧表から見えてくる出題される要求室」

３章 試験直前だから再確認する意味がある「事前課題発表と注意事項」

４章 敵を知り己を知らば百戦危うからず「試験元センターの減点法を推定」

５章 本試験では必ず組込んでくる「あっと驚く予測し難い課題」

６章 エスキス完璧なら作図は３時間で完了する「それでも早く書く方法を知る」

７章 見直し30分は合格するための必須事項「理想的な時間配分」

８章 添削結果で最もミス（全体の約８割）の多かったのは「防火区画と延焼ライン」

９章 添削結果で次にミスの多かったＰＳも含め「設備全体の注意点をまとめる」

10章 以外に添削でミスの多かった「面積計算の注意点」

11章 ランクⅠとⅡの激戦区を勝ち抜くための「平面図と断面図に書き込む簡潔な文章」

12章 これでランクⅠへ飛び込む必須事項「１行も残さない図面と整合する計画の要点等」

13章 ３課題を横割りで比較検討する「課題の項目別での解説」

今日9/30（月）から試験日10/13（日）までの２週間で学習することは、様々な課題の「エスキス２時間を繰り返し学習すること」が良い。

その理由は次の３点である。

① エスキスを２時間で完了できれば作図は確実に３時間で終了できる。

既に皆様は、エスキスが完了していれば、３時間で作図することは可能なレベルになっている。資格学校の模擬試験などでも6.5時間で終了できな

かったと言う方は、エスキスがまとまらなかったが最大の理由である。既に３時間で書き上げる力はあるのだから、ここから２週間はエスキスを２時間で

完了するための学習へ傾注すべきである。極論、作図する３時間がもったいない、その時間をエスキス向上に使った方が合格できる。

② 資格学校の他者と差を付ける最大のチャンスである。

資格学校は、最後まで課題を書かせる、多く図面を書いた人が合格すると言って宿題を大量に出してくる。それは、ある意味間違いでないが、それで

は、資格学校の中の上位1/2に入れない。合格者の８割強がＳ社Ｎ社の受講生であり、学校内の５割が合格できる試験でもあるので、図面を多く書い

て差を付けることは難しい。逆に、この２週間は、エスキスのみ学習すると差が付くこととなる（他の受講生は資格学校の指導通り宿題を書くがそれほど

成長しない）。

③ 最も失敗する例「エスキスがまとまらなかった」を防止できる。

資格学校の課題は、試験直前に段々と複雑化したものになる。基本形から離れ、ここまで課題を複雑化するの？と疑問がでる課題を多く書かせる。そ

のまま試験に突入するので、毎年エスキスがまとまらなかったと言う方が多々いる（資格学校でいつも上位にいる方もいる）。この２週間は、冷静に多く

の課題をエスキスして、エスキス力を付ける学習に変えると、試験当日エスキスがまとまらなかったを防止できる。

以下に課題３による２時間エスキス完了法を紹介する。

学習では、「1.課題読みと面積出し」の30分と、「2.エスキス90分」の90分との２つに分けて学習しても良い。

更に、「2.エスキス90分」では、「機能図5分と1/1000エスキスプラン45分の合計50分」と、「1/400エスキスプラン30分」とに分けて学習しても良い。

つまり、２時間という時間が取れない場合、30分（課題読み）、50分（1/1000エスキス）、40分（1/400エスキス）で、分けて学習することも可能である。

この中でも、特に30分の課題読みと50分の1/1000エスキスは重要である。1/1000エスキスまで終了すると、1/400エスキスは、それほど迷わずに仕上

げることができる。1/1000エスキスは、ボリューム落としとも言われている内容であるが、1/1000の中で実際に各要求室を階ごとにプランとして落とし込

み、縦動線（階段・ＥＶ）の決定など、ほぼ大まかなプランを決定する。その後、細かい寸法や納まりを、この1/1000プランから1/400プランへ落とし込

むこととなる。



（1）課題読み15分のポイント解説

Ⅰ．設計課題

設計課題は、計画するための地域環境、計画目的、施設機能などが書かれている。重要な内容や

出題者の意図が示されているので、簡単に読み飛ばさない。

ここで重要なことは、本試験課題である「芸術活動を支援する美術館の分室」以外に、①南側が眺望

良好、②１階屋上庭園に芸術と憩いの場、③バリアフリーと自然エネルギーに配慮である。

１．敷地及び周辺条件

敷地及び周辺条件は、左記（1）～（6）までの内容が例年ほぼ同じである。つまり、この定型文を暗記

して、試験では、異なる部分を確認すると良い。

ここで重要なことは、建蔽率が60％と厳しいことである。従って、別紙１の敷地図を確認して、建蔽率

を書く（1,094.4㎡以下）。

２．建築物

建築物は、構造種別と階数、床面積範囲、要求室が示される。

ここのチェックポイントは、階数、床面積（条件含む）と要求室である。

床面積違反は、ランクⅣになるので十分注意されるが、ここの条件も慎重に確認した方が良い。例え

ば、ここには記載が無いが課題１での条件のように「エレベーターシャフト」が書かれている場合は、

各エレベーター面積を除かないといけない。

要求室の表は、表の最初に書かれている全体条件、各部門の指定とその該当室名、特記事項にあ

る各種条件及び床面積の指定を注意して読む。また、近年設備スペースの指定等も多く出題されて

いるので、この点も注意して読むようにしたい。

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。確実に出題される屋上庭園と、

高確率で出題される屋外広場（又はテラス）及び駐車場と駐輪場である。駐車場と駐輪場は、指定さ

れる場合と、この課題のように隣地「美術館」のものを利用する場合があるので、どちらかをチェックす

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。（1）

～（7）は、ほぼ定型文であり、（8）の設備で指定される場合がある。ここでは、受水槽と単一ダクト方

式の指定となっている。

Ⅱ．要求図書

１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入）

定型文となる「フリーハンドでもよい」のほか、「各図面には、必要に応じて、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する。」が書かれている。

研究会では、ランクⅠとⅡの激戦区から勝ち抜きランクⅠへ入るための手法として、計画の要点等を

詳細に書くことと、この補足図を平面図や断面図にできる限り多く詳細に書くことを推奨している。

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、基準階平面図、断面図に対して記載すべ

き特記事項が書かれている。

ここには、図面に記載すべき内容がいくつか出てくるが、意外と見落とす方が多く、減点も大きいので

忘れないでチェックしたい。課題３では、定型文となる断面位置、２階３階の避難距離、建物出入

▲△のほか、３階に記載する屋上設備スペース位置（点線表記）がある。

２．面積表

従来、床面積だけであったが、H30建築面積の記入が追加された。

３．計画の要点等

計画の要点等は、建築計画、構造計画、設備計画は毎年出題され、環境負荷低減は３年に１度程

度の確率で出題されている。従来は、この各計画別に分けて出題されていたが、近年は、一緒に（1）

～（9）のような出題となっている。最初の15分の課題読みでは、エスキスに影響するので、何が書か

れているかを理解する。

なお、計画の要点等は、別途「計画の要点等の解答例まとめ（9/23公開予定）」で示すので、そちら

を丸暗記して頂きたい。

敷地図

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。

ここのチェックポイントは、敷地面積と道幅の広い主道路と道幅の狭い副道路を確認し、周囲環境を

理解することである。特に、眺望の良い公園やプライバシーを確保しなければならない集合住宅など

があるか等を把握する。

道路の出題パターンは、１面接道、２面接道、３面接道がある。本年度の課題は、隣地に美術館があ

ることから、美術館の中の一角として道路に面しない場合も想定できるが、美術館が隣地であることか

ら、一面接道はあるものと推定している。

予測課題３は、一面12ｍ道路と他１面が遊歩道4ｍである。
美術館からのアクセス可能範囲が10ｍの指定であり、100ｍ離れた駅から敷地中央への歩道を通し
ての動線があることから、利用者主出入口は、この２方向となる。また、南側遊歩道との動線も屋外屋
外広場を通しての指定がることから、ここへの動線も必要となる。

なお、管理者用動線は、一面接道側となり、利用者との動線交錯を避けるため北西となる。

また、課題読み15分では、景観のよい南側と、横断歩道から５ｍ離しての車出入口（荷解室搬入車）

を書き込む。

地盤略断面図

昨年H30の課題では、課題文Ａ３伴のほか、敷地図・地盤略断面図・防火設備等の凡例がＡ３伴の

分離提示となった。本年度も同様なパターンが予測される。

予測課題３では、この地盤略断面図に対して、一部軟弱地盤を想定した。一部である場合は、掘削

度量等の縮減による経済性から地盤改良が望ましい。このケースなら一目で判断して、15分の課題

読み内で「地盤改良」と記載する。

防火設備等の凡例

昨年同様に左記のような凡例が示される可能性が高い。
ここでは、特定防火設備、防火設備の記載例のほか、左側の境界線からの記載例（延焼の距離＝３
ｍと５ｍの記載、延焼ライン＝点線、隣地境界線＝一点鎖線）を見落とさないようにしたい。

ここまで15分

（試験時間11：00～11：15）



（2）要求室の階振りと面積出し15分　（試験時間11：15～11：30）

・課題読み15分が終了し、ここから15分で、課題文を利用して①階振り、②面積出し、③容積率確認をする。

　⇒ここは、課題文の表を利用すると、時間を短縮できる。

①　階振りとは

・部門を確認して、各室の階振りをする。

・本課題は、３階建てで、展示部門、創作部門、共用部門が想定できるので、可能ならば階別ゾーニング計画を念頭に階ごとに分けることが望ましい。

・課題３では、常設展示室が高天井６ｍであることから、この展示部門を２階とし、創作部門を３階とした。

②　面積出しとは

・各階ごとに面積を出して、概ね各階の合計面積がプラン内に収まるかを把握する。

・課題の要求室表を活用して、左側を①階振りとして、右側を②面積出しにするとよい。

・各階の面積出しでは、廊下や階段等の共用面積を各要求室の合計面積の1.3倍程度とするとよい（この廊下、階段等の面積は、床面積の1.2倍～1.8倍が目安である）。

③　容積率確認とは

・②で算出した各階面積を合計して、全体の面積を出し、容積率の範囲内に収まるかを判断する。

・この段階で、７×７＝49㎡を１コマとした「各階の最小コマ数」も出す。

・そのコマ数での合計面積も算出し、それが容積率の範囲内で収まるかも確認する。

※階想定の△は、１階〇以外として、２階△、３階△の選択も可能との書き方である。

　階㎡数の面積割合バランスによっては、２階、３階へ配置するとの意味でもある。 ここまで15分（累計30分）
（試験時間11：15～11：30）



２．エスキス90分（試験時間11：30～13：00）
・エスキス90分で検討することは、（1）機能図5分、（2）1/1000エスキスプラン45分、（3）1/400エスキスプラン40分である。

（1）機能図５分　（試験時間11：30～11：35）

（2）1/1000エスキスプラン45分　（試験時間11：35～12：20）

・1/1000エスキスプランは、①建築可能範囲２分、②グリッドスパン確定８分、③1/1000エスキス確定35分の合計45分で検討する。

①　建築可能範囲の検討　（２分）

・駐車場がないことから、敷地周囲で離隔２ｍが建築可能範囲となる。

機能図は、部門と階数と要求室の関係が一目で分かるようにする。

下図のように、横軸を階数（１階、２階、３階、屋上）とし、縦軸に部門を書いて、そこに該当する室を書き込み、関連するものを矢印で引くと容易にまとめることができる。

この機能図は、５分を使っても書いた方が良く、結果的にエスキス中にうっかり忘れた等の手戻りを防止することができる。

建築可能範囲

建築可能範囲は、課題の配置図に東西南北の最低離隔を書いて検討する。

予測課題３は、駐車場及び駐輪場が敷地内にないので、東西南北の最低離

隔は、周囲から各２ｍとなる（建築可能範囲＝44×34ｍ）。

駐車場がある場合は、各道路面から以下が最低離隔となる。

・車椅子利用場：3.5ｍ＝４ｍ離隔

・サービス用駐車場：2.5ｍ＝３ｍ離隔

展示部門 創作部門 共用部門 管理部門 その他

電気設備スペース 太陽光発電パネル

空調室外機

開閉式トップライト

屋上緑化

井水散水

常設展示室吹抜け 陶芸工房 エントランス吹抜け ボランティア更衣室（男女）

絵画工房 ３階ホール 給湯室

木材工房 多機能便所

休憩コーナー（2） 便所

常設展示室 エントランス吹抜け 指導員更衣室（男女） 屋上庭園

保管庫 ２階ホール 指導員休憩室

市民展示室 給湯室

休憩コーナー（1） 多機能便所

便所

常設展示室用空調機械室

エントランスホール 事務室 屋外広場

レストラン 施設長室

オープン市民芸術センター 会議室

従業員更衣室（男女）

救護室

ゴミ室

　 守衛室

荷解室

給湯室

多機能便所

便所

オープン市民用空調機械室

受水槽室

消火ポンプ室

中水設備室

屋　上

３　階

２　階

１　階



②　グリッドスパン確定　（８分）

・①の建築可能範囲から、グリッドスパン（基本は７ｍ×７ｍグリッドスパン）を確定させる。

③　1/1000エスキス確定　（35分）

・②グリッドスパン確定から、要求室のボリューム割付として1/1000スケールで落とし込む。

　⇒この1/1000の結果が1/400エスキスに直結するので、ここが重要である（1/1000は小さいがエスキスがし易いので、慣れると早くエスキスが終了できる）。

（3）1/400エスキスプラン40分　（試験時間12：20～13：00）

・1/400エスキスプランは、1/1000エスキス確定を参考にしながら40分で作成する。

・各室の配置は、既に1/1000エスキスで決めているので、この1/400エスキスは、寸法的に間違いがないかなど検討して各要求室を落とし込む。

・1/400エスキスプラン終了後には、２回目の課題文チェック（黄色マーカーで一つ一つ落ちが無いように慎重に確認）する。

・1/400エスキスが未完成で作図に入ると、検討しながらの作図となり、ほぼ３時間での作図完了は難しく、更にミスの多い図面となる（＝ランクⅡ）。

⇒1/400のエスキスプランは、1/1000の詳細内容となるので、図面提示は割愛する。

グリッドスパン確定

グリッドスパン確定は、①建築可能範囲の中で、基本７ｍ×７ｍグリッドを想定

し、縦横のグリッドを確定することである。

予測課題３の建築可能範囲は、横44ｍであるので、横７グリッドの42ｍが入る。

また、縦34ｍであるので、こちらも縦４グリッドの28ｍが入る。ここで、課題の屋

外広場が直径10ｍの円という条件になること、その屋外広場は、レストランと

オープン市民芸術センターとの出入口及び遊歩道との出入口が必要である

ので、南東部の２コマを無しとする計画となる。

更に、ここで、左図の横６コマ縦４コマの南東２コマ無しの面積が、建蔽率内

であるかを確認する。
1,078㎡≦1,094、4㎡ により、建蔽率もクリアする。

ここまで15分（累計45分）

（試験時間11：30～11：45）

ここまで40分（累計120分）

（試験時間12：20～13：00）

エスキス２時間終了

1/1000エスキス確定

・最も重要：②のグリッドスパン確定から、課題文配置図の右に１階、２階、３階のグリッドスパンを書いて、要求室のボリューム割付によるエスキスを確定させる。

・ここで、プランが決定するので最も重要である。ゾーニング、部門区分、動線など全体を考慮して、下記ポイントに基づき35分で検討する。

① ゾーニングは、管理ゾーンとして西側、利用者ゾーンとして東側

② 部門区分は、１階が共用部門、管理部門（一部２階と３階あり）、２階が展示部門、３階が創作部門

③ 動線は、管理者と利用者が交錯しないよう明確に分離

④ エスキスは、上記①～③を念頭に、下記の最も大きな要求室等と縦動線を念頭にボリューム割付をする

⇒大きな要求室等：オープン市民芸術センター（300㎡、H5ｍ）、屋上庭園（300㎡）、常設展示室（200㎡、H6ｍ）、レストラン（200㎡）

⑤ 要求室のボリューム割付は、最初の15分の課題読みで「階振りと面積出し」で検討しているので、各階納まることは確定済み

⑥ 各要求室のボリューム割付をする

⑦ 上記の検討結果が、右図１階、２階、３階の1/1000エスキス確定である

ここまで35分（累計80分）

（試験時間11：45～12：20）



２章　要求室は何が出るのか「Ｓ社とＮ社の予測課題も含めた比較一覧表から見えてくる出題される要求室」

要求室は何が出るのか？その答えは、表１に示す各予測課題の比較一覧表にある（研究会、Ｎ社、Ｓ社の予測課題）。

この一覧表を見ると、どのような要求室が出題されるかが、ほぼ判明する。

① 展示部門

・展示部門の要求室は、展示室（市民展示室や常設展示室）、資料保管庫、休憩コーナー（ホワイエ含む）である。

・展示室は、２層吹抜けの大空間で無柱の場合が想定される。

・質疑応答：展示部門は、課題文に無窓の指示がなかった場合、無窓にした方がよいかという質疑があった。

⇒特記事項に日本画がない場合は、無窓室にしない方がよい。無窓にすると、避難距離が60ｍではなく40ｍと厳しくなる（重複距離は20ｍ）。

無窓条件が無く日本画の記載が無い場合は、自然採光を多く取り入れた展示室とする。

なお、無窓にした場合、吹抜け上部に「自然排煙用窓（床面積の1/50以上、水平距離30ｍ以下）」を設置する。

② 教育・普及部門

・教育普及部門は、工芸室（アトリエ等）、創作室、研修室、図書室、資料室、休憩コーナーである。

・工芸室及び研修室は、２室や３室に指定されるケースが多い。

③ 共用部門

・共用部門は、エントランスホール、レストラン又はカフェ、売店がほぼ確定で、その他、市民ギャラリー、コンセプトルーム、休憩コーナーがある。

・エントランスホールは、高確率で３層吹抜け指定となっている。

④ 管理部門（荷解室等）

・荷解室は、ほぼ確定で状況により、収蔵庫、準備作業室（この準備作業室は教育普及部門にある場合もある）がある。

・収蔵庫は、無窓であり、また２重壁にして隙間を空調し一定温湿度を保つようにする。更に、前室を設ける場合もある。

⑤ 管理部門（一般室）

・確実に出題されるのは、事務室、更衣室（男女）、設備室であり、それ以外は、施設長室、休憩室、指導員控室、会議室、守衛室等である。

・設備室は、適宜での出題もあるが、空調機室、機械室、電気室などの㎡数を指定して出題される場合もある。

⑥ 屋外施設

・屋上庭園は必ず出題される。その他、屋外広場が出題される可能性が高い。

・駐車場は車椅子使用者用とサービス用及び駐輪場が出題される場合があり、利用者用駐車場は美術館のものを利用することとなる。



３章　試験直前だから再確認する意味がある「事前課題発表と注意事項」

7/26（金）令和元年の１級製図試験の課題と留意事項が発表（事前発表内容）された。

この点は、試験直前だからこそ、再度確認しておく必要がある（この内容が出題される可能性が高い）。

以下に事前発表内容とその考察内容を列記する。

Ｒ１の設計製図課題： 「美術館の分室」の事前発表内容

要求図書
１階平面図・配置図（縮尺1/200）、２階平面図、３階平面図（縮尺各1/200）、断面図（縮尺1/200）、面積表、計画の要点等

（注１）既存の美術館（本館）の隣地に、美術、工芸等の教育・普及活動として、市民の創作活動の支援や展示等を行うための「分館」を計画する。

（注２）屋上庭園のある建築物の計画

（注３）建築基準法令に適合した建築物の計画 （建蔽率、容積率、高さの制限、延焼のおそれのある部分、防火区画、避難施設等）

建築物の計画にあたっての留意事項
・敷地条件（方位等）や周辺環境に配慮して計画するとともに、空調負荷の抑制や自然光の利用を図る。

・バリアフリー、省エネルギー、セキュリティ等に配慮して計画する。

・各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

・建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

・構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を配置する。

・空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

注意事項
「試験問題」及び上記の「要求図書」、「建築物の計画にあたっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにして下さい。

なお、建築基準法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断され

ます。

【課題の考察】 ・・・過去の出題等と比較した各種検討と考察

（１）施設部門と要求室
・「美術館」の過去出題は、H6「地方都市に建つ美術館」、H22「小都市に建つ美術館（会員講座に掲載有）」がある。

・本年課題は、「美術館の分室」であり既存の美術館に隣接させて市民利用を付加した「機能拡充型分館」である。

・それらから想定される部門は、以下の４種類である。

① 共用部門 ・・・エントランスホール、受付、店舗、レストラン等

② 展示部門 ・・・展示室等

③ 教育・普及部門 ・・・研修室等

④ 管理部門 ・・・事務室、更衣室、荷解室、収蔵庫等

（２）要求図書
要求図書は、大きく次の３種類である。

① １階平面図・配置図、２階平面図、３階平面図（縮尺1/200）

② 断面図（縮尺1/200）、面積表

③ 計画の要点等

平面図は、H30と同様に３面である。H21～H26までは、平面２面＋梁伏図であり、梁伏図が30分程度で仕上げれるので比較的時間的ゆとりがあった。近年、平面３面（梁伏図なし）

となり、この異なる平面図を３面書き上げることは、非常に時間を要するので、時間的にも厳しい試験となっている。研究会では、短時間に減点の少ないシンプルな平面図を書く方

法を提案する。

断面図は、例年通りであり、特に難しくない。研究会では、可能な限り省エネ等のコメント記入をし、得点アップする手法を提案する。

計画の要点等は、近年、計画・構造・設備・環境で約10問が出題されている。ランクⅠとⅡの合否境目は、最も人数の多い激戦区であり、研究会は、この激戦区からランクⅠへ飛び

込むための「計画の要点等」で書くべき内容を提案する。

（３）注意事項
・注意事項は、下記３項目が指定された。

（注1）既存の美術館（本館）の隣地に、美術、工芸等の教育・普及活動として、市民の創作活動の支援や展示等を行うための「分館」を計画する。
ここの注目点は、「美術館（本館）」の隣地にある「分館」であるということである。つまり、美術館の設計ではないことと、隣地にあるということである。隣地であることから、通常は、美

術館本館の敷地に隣接した敷地（隣地）と判断できる。ただし、H30は、各種既存のスポーツ施設の中に計画する「健康づくりのためのスポーツ施設」であったので、今年も類似パ

ターンの既存美術館の隣地として密接な関係での計画が要求されるものと推定する。一般的な周辺地域との動線のほか、美術館（本館）との動線も計画のうちに入ることになる。

この分館は、「市民の創作活動の支援」とある。創作活動の支援とは、講師等により講義や指導等が行い、市民が実際に創作する場となる。一般には、研修室（セミナー室、工作室

等）になり、作成したものを展示するなどの関連性が伺える。

（注２）屋上庭園のある建築物の計画
屋上庭園が事前の課題での諸条件に明示されたのは、初めてのパターンである。

ただし、過去の問題で屋上庭園が課題の中で出題された事例は多々ある。

① H14：屋内プールのあるコミュニティ施設・・・屋上庭園：１階の屋上に設けるものとし、まとまったスペースで150㎡以上

② H19：子育て支援施設のあるコミュニティセンター・・・屋上庭園：１階又は２階の屋上に設けるものとし、まとまったスペースで100㎡以上

③ H26：温泉施設のある道の駅・・・屋外テラス：地上又は１階屋上に、まとまったスペースで50㎡以上設ける。

④ H27：市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅・・・屋上庭園：２階の屋上（３階床レベル）に設けるものとし、まとまったスペースで約100㎡を確保する。

⑤ H28：子ども・子育て支援センター・・・屋上広場：２階床レベル（建築物の１階の屋上）に計画する。まとまったスペース（直径10ｍの円）として約200㎡を確保する。

参考まで屋上庭園のある美術館には、次のような事例がある。

① 長崎県美術館 ・・・この屋上庭園からは、港の風景が一望できる

② 富山県美術館 ・・・この屋上庭園は、この地にあった「ふわふわドーム」を移し、誰でも参加できる遊び場である。

③ 国立新美術館 ・・・この屋上庭園は、竹林が再現されており、潤いの場となっている。

（注３）建築基準法令に適合した建築物の計画 （建蔽率、容積率、高さの制限、延焼のおそれのある部分、防火区画、避難施設等）
昨年度から法令厳守の要求が強化されている（建蔽率等の違反は一発失格）。

H30は、多くの方が法令違反で不合格となった。例えば、最も一般的な７ｍ×７ｍグリッドの横６コマ（42ｍ）×縦４コマ（28ｍ）にすると、建蔽率で70.7％になり一発不合格となった

（建蔽率基準が70％以下と厳しい条件と連動）。今年は、建蔽率に加えて、容積率や高さ制限も事前に提示されたことから、これらに関しては十分な注意が必要である。

防火区画、避難施設は、例年通りの指摘である。



（４）建築物の計画にあたっての留意事項
・敷地条件（方位等）や周辺環境に配慮して計画するとともに、空調負荷の抑制や自然光の利用を図る。

・バリアフリー、省エネルギー、セキュリティ等に配慮して計画する。

・各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

・建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

・構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を配置する。

・空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

H30は、この「建築物の計画に当たっての留意事項」が初めて提示された。今年は、昨年に引き続き、この留意事項が提示されているので、以下その内容を一つ一つ検討する。

① 敷地条件（方位等）や周辺環境に配慮して計画するとともに、空調負荷の抑制や自然光の利用を図る。

ほぼH30と同じ内容であるが、「（方位等）」と「空調負荷の抑制や自然光の利用を図る。」が追記されている。

前半の文、「敷地条件（方位等）」は、方位指定等に注意すべきという趣旨と読み取れる。例えば、屋上庭園や展示室等で方位指定（南面に設ける。）等への違反は大減点になると

も読み取れる。「周辺環境」は、既設の美術館との連携性を指摘しているとも読み取れる。

後半の「空調負荷の抑制や自然光の利用を図る。」は、H30に提示された「パッシブデザイン」との記載ではないことから、空調負荷抑制策としてパッシブデザイン（機械を使用しな

い省エネ対策等）だけでなく、アクティブデザイン（機械的な省エネ対策等）も利用しながら提案すると読み取れる。

② バリアフリー、省エネルギー、セキュリティ等に配慮して計画する。

バリアフリーは、2000㎡以上の美術館がバリアフリー法の特別特定建築物に該当し、移動等円滑化誘導基準を適用する必要があるとの内容である。

省エネルギーは、近年の解答図でも多くの記載があるように、自然光を利用したパッシブデザインや機械的な手法によるアクティブデザインなどをふんだんに採用しなさいと読み取

れる。

セキュリティは、特にエントランスホールに設置される受付の位置や、条件によって必要となる常設展示室等の課金（発券機）へのゲート等のセキュリティである。

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。

ゾーニングは、部門ごとのゾーニングまたは課金利用者ゾーンの明確な分離等が推定できる。

明快な動線計画は、例年の基本事項であるが、利用者動線と管理者動線の交錯が起こらないプランであることが求められる。

④ 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

構造耐力上の安全と経済性を考慮すると、本建物は、極力整形にすべきである。

耐震への安全性は、不特定多数の利用があることから、地方自治体施設と同等なⅡ類（重要度係数1.25以上）として計画する。

地盤条件によるが、地表近傍でＮ値30以上ある場合、経済性に配慮して独立基礎が望ましい。ただし、雨水利用等の節水対策等を組み込む場合は、地下部をピットとしたベタ基

礎方式も考えられる。いずれも、安全性と総合的な経済性に配慮して計画すべきとの意図である。

⑤ 構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を配置する。

計画の要点等でも毎年出題されている事項であるが、耐久性、耐震性、耐火性、遮音性等から鉄筋コンクリート構造、要求室の面積等を自由に設計できるラーメン架構が望ましい。

また、展示室等で大空間としての無柱空間が出題された場合は、同一構造部材となるメリットからプレストレストコンクリート梁との併用が望ましい。更に、スパン割は、４本の柱内面

積を柱の負担する構造上で経済的となる約50㎡とするため、７ｍ×７ｍのスパン（４本柱内面積49㎡）が望ましい。昨年のように建蔽率が70％以下と厳しい場合、敷地面積によって

は７ｍ×７ｍスパンの横６コマ縦４コマで建蔽率を超える可能性もあり、その場合は、一部（階段のない縦一列や横一列等）を７ｍ×６ｍスパンに変更して対応すると良い。

⑥空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

空気調和設備は、展示室等の高天井大空間室では単一ダクト方式が望ましい。その他、一般諸室は、各部屋の利用条件に適用させるため、ビルマルチ式ヒートポンプパッケージ

方式が望ましい。どちらも全熱交換器との組合せが必要となる。

給排水衛生設備は、断水時の緊急利用等も含めて受水槽（ポンプ圧送方式）とし、節水型衛生器具との併用を図る。また、給湯は、浴室等の大量に湯を使用する要求室がないこ

とから、必要な場所での局所給湯方式でよい。

電気設備は、キュービクルを屋上に配置する（電気室を設けないほうが計画がしやすい、エスキスが早く終了する）。また、ＥＰＳは、１階、２階、３階同じ位置で、メンテナンスの観点

から管理ゾーンに設置するのが望ましいので、管理ＥＶの近傍が計画しやすい。

昇降機設備は、利用者用ＥＶとして13人乗り１基、管理者用ＥＶ（美術品搬送を含めた人荷用）１基を設ける。

消防設備は、記載がないが、美術館（耐火建築物）の場合、2100㎡以上で屋内消火栓が必要となる（消火ポンプ室5～10㎡、階段の下でも良い）。屋内消火栓を設置する場合、非

常用自家発電機が必要になるが、その場合は、屋上キュービクルの近傍に設ける。また、美術品等があることから、不活性ガス消火が考えれるが、その場合は、不活性ガスボンベ

室として10～20㎡が必要である。

（５）注意事項
「試験問題」及び上記の「要求図書」、「建築物の計画にあたっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにして下さい。

なお、建築基準法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断され

ます。

注意事項は、H30にも提示されたが、新たに「なお、・・・」が追加された。

H30は、建蔽率違反等があり、ランクⅣの比率が過去最高となった。通年ランクⅣの占める比率は10％前後であるが昨年H30は25.9％であった。今年も建蔽率、容積率、高さ制限

等の事前提示があることから、この点の間違いは、一発ランクⅣに該当すると判断できる。

また、要求室の書き忘れも一発ランクⅣに該当する。要求室の特記事項となる諸条件の書き忘れは、そこまで問われないと思われるが、ランクⅠとランクⅡの激戦区を勝ち上がるに

は、一つの書き忘れもないようにしたい。



図１　平成30年度の試験解答用紙（右下部分の抜粋）

４章　敵を知り己を知らば百戦危うからず「試験元センターの減点法を推定」

敵（試験）を知ることは、合格（ランクⅠ）するために重要なことである。特に、どのような評価基準で合否となるかを把握することは重要である。

試験元センターからは、評価基準は発表されない。合格発表時に下記の「設計製図試験の合格基準等について」が発表されるだけである。

しかし、この内容からは、どのような基準で評価されているかが分からない。

唯一、判断材料となるのは、解答用紙の右下にある1～60番まである表である（下表H30の試験用紙を図１に示す）。

研究会は、試験元センターの合否の評価基準を以下の通り推定している。

① 合否評価基準は、図面60点、計画の要点等（記述）40点の合計100点からの減点法で評価されている

⇒解答用紙の右下にある1～60番はその減点法の減点数値記入欄と推定

② 採点は全国で共通の評価基準のもと採点されている

⇒右下の1～60番は、それぞれ決められた減点基準である（つまり、これ以上の項目は減点しきれない）

③ 上記以外にランクⅣ評価となる「重大な不適合等」による一発不合格の記載欄がある

⇒最初に、この重大な不適合が判断され、それに該当する場合は、採点がされない



５章　本試験では必ず組込んでくる「あっと驚く予測し難い課題」

１．予測し難い内容
試験元センターは、本試験に「あっと驚く予測し難い課題」を組込んでくる。

研究会は、過去のＮ社Ｓ社の課題と本試験課題とを比較検討した結果、ある程度、両社に類似しているが、必ず異なる内容が入っている。Ｎ社Ｓ社へ

の通学者が受験者の大部分を占める現状から、センターは、この２社の内容を把握しつつ、ある程度両社の問題に類似させ、全く異なる予測し難い

内容を組込んでいる。もし、どちらかの会社の予測課題に極端に類似した場合、その会社の合格者が大きく占めることとなり、平等性からも問題となる。

研究会は、R1「美術館の分室」の予測し難い内容を以下の通り推定した。

① オープン市民芸術センター300㎡

② 美術館本館との動線指定及び駅からの動線指定

③ 一部軟弱地盤の組込み

H21～H30の課題で予測し難い内容は以下の通りである。

H21 貸事務所ビルの予測し難い内容

① 敷地が正方形ではない台形

② １階に課題と関係のない喫茶店

③ 機械式駐車場 （機械式駐車場の概略図が課題内にあり）

H22 小都市に建つ美術館

共用部門として「・・・子どもの美術学習・創作活動や地域住民の趣味の活動（以下ワークショップ）」を計画に盛り込み、下記の要求室がその条件と

なった。

① ミュージアム

② アトリエ

③ 研修室

④ 屋外創作広場 （100㎡以上、７ｍ以上の円、屋外創作広場はアトリエ・公園・遊歩道との動線配慮）

⑤ 共用部門に課題と関係のないレストラン

H23 介護老人保健施設

① 病院に併設される施設での出題 （病院との動線配慮）

② １階に課題と関係のないレクリエーションルーム

③ 厨房が入所者とデイケア通所者の食堂の両方へ供給

H24 地域図書館

① 地下の設備スペース

② セブエントランスの設置と公園からの動線

③ 小ホールを除き150㎡以上の吹抜け

④ 共用・管理部門に課題と関係のないカフェ

H25 大学のセミナーハウス

① 屋根は、2/10以上の勾配屋根

② 無柱空間、高さ５ｍ、心々10ｍ以上のアトリエ

③ 食事やパーティ等多目的に利用する80㎡以上の屋外テラス

④ エントランスホールへの1階と2階の空間の連続性を考慮した吹抜け

H26 温浴施設のある「道の駅」

① 休憩・情報部門は、24時間利用できる計画（破線図示）とし、便所以外に30人利用、授乳室、キッズコーナー、自動販売機コーナー、

公衆電話コーナー、情報パネル、案内カウンターを計画

② 共用・管理部門に課題と関係のない多目的室

③ 共用・管理部門に課題と関係のない防災備蓄倉庫

④ 非常用の自家発電設備の設備スペース指定

⑤ レストランと一体利用する50㎡以上の屋外テラス

H27 市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅

① 共用部門に課題と関係のないレストラン （食事をディサービス部門へ供給）

② 共用部門に課題と関係のないギャラリー

③ 計画地は駅から200ｍの距離

④ 東側道路は歩行者専用道路 （21時～翌6時まで車両通行可）

H28 子ども・子育て支援センター

① プレイルーム210㎡以上、高天井6.5ｍ以上、室の辺長比1.5以下、無柱空間

② エントランスホールの親子ラウンジ

③ ２階に屋外広場を直径10ｍの円、約200㎡

④ 計画の要点等の環境負荷低減に太陽熱、地中熱、井水から２つ選択

⇒断面図に環境負荷店芸手法の記載指示があり、作図にもこの内容が影響

H29 小規模なリゾートホテル

① 車回しは、前面道路を介することなく「共用駐車場」へもアプローチできるようにする。

② リラクゼーションスペースは、屋外湖畔に設け、入浴後の休憩やトレーニング後のクールダウンに利用

③ 客室の間口は、心々４ｍ以上を確保

④ 地域の魅力の発見や活性化につながる観光資源等を任意に想定し、想定した観光資源等を活用する室を自由提案するコンセプトルーム

⑤ 空調設備は、熱源機器からの冷温水の供給による「外気処理空調機＋ファンコイルユニット方式」とする

H30 健康づくりのためのスポーツ施設

① １階には、地域住民が活用できる約400㎡の健康プラザ（健康セミナー、健康測定、健康相談、幼児スポーツ、スポーツショップ等の

各コーナーを大空間に設ける）を計画

② 敷地は、駅から200ｍの位置で、駅からの道路は、敷地北側の中心部に直交している。また、南側に運動公園があり、本建物は、駅から

運動公園へ向かう人の通路兼休憩を含めた健康増進施設としても活用される

③ 敷地西側には、運動公園や本建物の利用者用駐車場があり、その駐車場から建物西側へアプローチする出入口を計画

④ エントランスホールの北側出入口と南側出入口に隣接させて１階～３階の空間の連続性を考慮した吹抜けをそれぞれに設ける

⑤ 屋内運動室（約200㎡、備品庫含む）は、各自が提案する運動内容を提案



２．令和元年の二級製図試験での予測し難い内容
9/15（日）に実施された令和元年の二級建築士製図試験では、過去に例のない敷地図であった（図１参照）。

H27初めて二級製図試験で床面積の除外項目に「エレベーターシャフト」が出題された。

同年、H27の一級製図試験でも、初めて床面積の除外項目に「エレベーターシャフト」が出題された。

従来、二級も一級も床面積の算定では、エレベーターシャフトを除外する項目はなかった。

特に、H27の一級製図課題では、１～５階の高齢者用のエレベーターシャフトと、１～２階のディサービス用のエレベーターシャフトと小荷物専用昇

降機のエレベーターシャフトを床面積から除外する必要があった。更に、３～５階は、「共用廊下、エレベーターホール及び階段」の床面積の除

外なども絡み、多くの受験者が面積計算を間違えた。その後、H28からは、従来の出題内容に戻り、昨年までエレベーターシャフトを除く出題

はされていない。

ここで、重要なことは、初出題の傾向は、二級と一級で連続出題された過去があるという点である。今年、二級製図で敷地図の初パターン（既

存樹木が敷地内にある）出題があり、これについて事前に考察することは重要なことである（１級建築士試験でも出題の可能性はある）。

３．敷地図で既存樹木が出題された対応策
解答用紙Ａ２伴より敷地は概ね50ｍ×36ｍのパターンになると推定する。その中で、既存樹木は、次の３パターンとなる。

出題時は、7ｍ×７ｍグリッドスパン（横６コマ42ｍ×縦４コマ28ｍ）を基本として、既存樹木部分の柱を除くという手法が最も容易である。

① 敷地の四隅のどこかに配置 （図２参照）

② 敷地の中央の上下部に配置 （図３参照）

③ 敷地中央に配置 （図４参照）

図１ 二級製図試験の敷地図（R1）
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図２ 既存樹木が四隅タイプ

図３ 既存樹木が中央上下タイプ 図４ 既存樹木が中央タイプ



６章　エスキス完璧なら作図は３時間で完了する「それでも早く書く方法を知る」

エスキスが２時間で終了していれば、作図（平面・断面）は、確実に３時間で終了できる。

試験で最もしてはいけないことは、エスキスを２時間で終了できず、エスキスしながら作図をすることである。その場合、試験時間内に記述と図面を完

了させることができるが、見直し時間も取れず、更にエスキスしながら作図しているので、ミスも多い。その結果、作図終了したが、ランクⅡであったと言

うことになる（ランクⅠ以外は全て失敗である）。

３時間で作図が完了すると言っても、更に早く書けることは良いことである。極論、通常３時間かかる作図時間を2.5時間で終了できる力が付くと、エス

キスを2.5時間かけることができる。ここでは、作図時間を短くする手法、全て実施すると作図2.5時間で書き上げることができる手法を紹介する。

① 確定エスキス

研究会では、確定エスキスという手法を推奨している。これは、階段とＥＶなど、どのような課題であっても事前に寸法等を確定できる点があり、その寸

法等も確定してどのような課題であって、そこは固定して使う（書く）という手法である。その結果、エスキスも早くなるが、作図も早く書けるようになる。

⇒下記に予測課題２を例にとり確定エスキス（赤字）を示す。

② 時短作図法

窓は３本線ではなく単線で書く、便器や洗面器はフリーハンドで書くなど、作図時間を短縮できる方法は多々ある。これも事前に、どこを単線やフリー

ハンドにするなどを決定すると、試験当日は迷うことなく作図を短時間で終了できる。

⇒下記に予測課題２を例にとり時短作図法（青字）を示す。

質疑応答：代表的な質疑３点を紹介する。

（1）窓は単線で書いても減点にならないのですか？

・窓は、過去の標準解答例に単線もあるので、減点にならないと判断している。

・H30の標準解答例（窓三本線）を図１に、H27の標準解答例（窓単線）を図２に示す。

・図面は分かるように書く、窓が三本線でも単線でも、窓であることが分かることが重要であり、単線は減点にならないと判断する。

（2）学校では全てフリーハンドで書くのも良いと指導を受けてます。どこをフリーハンドで書くのが良いですか？

・全てをフリーハンドで書くことはお勧めしない。

・壁や柱は、定規や型板を使った方が早く書けるのと、綺麗に見える。

・他方、便器や洗面器などはフリーハンドで書く方が断然早く書くことができる。

⇒具体的なフリーハンドで書く方が望ましい箇所を以下に示す。

① 窓：縦ラインはフリーハンド

② 扉：縦ライン、1/4円など全てフリーハンド

③ ＥＶ：フリーハンドの方が速い

④ 便所・洗面所・椅子・テーブル：全てをフリーハンドにすると、かなり時間を短縮できる

⑤ 水勾配→・入口△：どちらもフリーハンドにすると時短となる

⑥ 断面図の屋上設備：室外機・太陽光発電パネル・太陽光集熱パネル・散水・キュービクルほかをフリーハンド

⑦ 階段：利用者用13本、管理者用10本の階段数をフリーハンドにすると早く書き終える

⑧ 木：木の円はフリーハンドの方が速い

（3）階段がいつも時間がかかってます、どうすれば早く書けますか？

・階段は、利用者階段が４×７ｍ、管理者が２×５ｍで確定する。

・階高４ｍを基準として、利用者階段の階段数13本、管理者階段の階段数10本を書く。

・階段は、フリーハンドにすると、かなり早く書けるようになる（本数のみ間違えないように書く、試験官は階段数をチェックする）。

図１ 平成30年度の標準解答例（窓３本線） 図２ 平成27年度の標準解答例（窓単線）

窓３本線

窓単線



１．予測課題２の図面解説（赤字：確定エスキス法、青字：時短作図法）

管理用階段は、５ｍ×３ｍで確定する。その隣にＥＶ（人貨用
なので３ｍ×３ｍ固定）として１階、２階、３階の縦動線を統一
するとエスキスが速くなる。更に、その隣に、ＥＰＳと空調用Ｐ
Ｓを書くと、それもエスキス終了となる。
なお、階段下は、メンテナンス考慮により「消火ポンプ室」と
する。ここでは、消火ポンプ室が課題条件であるので、別途
消火ポンプ室を確保して、倉庫とした。

管理用階段は、４ｍ×７ｍとする。この７ｍ確保のために、７ｍ×７
ｍスパン（１コマ）が良いとも言える。その隣にＥＶを書くと、これも
縦動線が一体化して１コマ内に収まるので、エスキスがしやすい。
なお、階段は、壁内納まりとすると、単純明快である。空間構成と
して防火シャッター＋防火扉で書く場合もあるが、この壁内での
書き方で減点対象にはならないし、時間短縮となるので、こちら
の方がお勧めである。

車出入口は、５ｍで統一が良い（歩道がある場合は、５ｍ
以上離す）。更に、車椅子使用者用駐車場は、５ｍ×3.5
ｍで統一する。出入口へ対しては、２ｍの通路を確保する
が、この場合は、２方向へ向けて移動するので、その２ｍ
通路は確保していない。２ｍとする理由は、柱がある場合
もあり、その柱部分含めて必要幅が確保できるとの意味で
ある。

風除室は、最小３ｍ×３ｍ以上、メインア
プローチであれば３ｍ×４ｍ以上は確保
したい。また、この図のように周囲ガラス、
扉部鉄骨柱はフリーハンドなら時間短縮
できる。

作図では、フリーハンドが認められている。この便所内の便器、小便器、洗面器、
椅子、扉、窓の縦線は、フリーハンドにするとかなり時間を短縮できる。減点法で
あることから、ここはフリーハンドで書くことが断然良いとなる。なお、このフリーハ
ンドでの減点は、スケールアウトの場合であるので、その点だけは多少の訓練で
妥当なスケールで早く書けるようにする。

扉の書き方は、階段部扉のような書き方もあるが、
このように縦棒のみの書き方もある。階段以外は、
時間短縮から、このような縦棒扉（フリーハンド）
で書くと時間短縮できる（減点にはならない）。

利用者階段の階数は、このように13本の横線を書くと減点にならない。管理用
階段は、10本である。審査員は、この階段数を数えて、少ないと減点となる。４
ｍ階高を標準として、この階段数も確定とすると良い。なお、６ｍ階高の場合は、
1.5回転とすると良い。

便所は、必ず各階に必要であり更に多機能便所も必要となる。これがないと大減点となる。便所は、
１コマとして各階同一場所にすると、最も簡単であり、間違いが生じない（書く内容も同じにする）。
特に、このようにＰＳも書いてしまうと、その点でのエスキスもなくなり、減点もなくなる。ねらい目は、
階段の隣である。

管理ゾーンの廊下は、２ｍで統
一する。荷解室があり各収蔵品
などを搬出入するが、それでも２
ｍあれば充分である。他方、利
用者用廊下は、３ｍ以上を確保
する。

【１階平面図兼配置図】

【２階平面図】



水平ルーバーは、二重線のみで
良い。これも時間短縮となる。

利用者内の要求室の南側窓には、水平ルーバーと
Low-E複層ガラスを確定とする。これもパッシブデ
ザインの審査員へのＰＲである。

垂直ルーバーは、このように２
重線にフリーハンドで斜め線を
入れると時間短縮となる。

利用者内の要求室は、西側及び東側窓には、垂
直ルーバー＋Low-E複層ガラスを確定とする。こ
の考え方は、パッシブデザインであり、審査員の
印象点が上がる。

３階の階段は、利用者用が３階止まりの階段となり、管理者用はメンテナンスの関係から屋上まで上がる階段となる。従って、下
図のような書き方となる。これも確定すると、何も考えずに、減点対象とならない。
なお、階段とＥＶは、全て特定防火設備とすると良い。本来、竪穴区画となり最低限として防火設備が必要であり、面積区画を
考慮する部分が特定防火設備となる。しかし、特定防火設備は、安全側の考え方であり、防火設備から特定防火設備にしても、
ここは減点対象にならない。しかし、延焼ライン内の窓や扉を防火設備でなく特定防火設備にすると、減点対象となるので、そ
こは防火設備で統一する。

開閉式トップライトの大きさは、２ｍ×２ｍで確
定する。これ以上大きくなると、構造上の検討
が必要となり、あまりに大きいと減点対象になる。
また、２ｍ×２ｍなら書きやすい（断面も書きや
すい）。

過去の解答図では、階段室やＥＶの塔屋部は書か
ない場合もあった。昨年の解答図では、書かれてい
るので、このように、塔屋部も含めて、建築物の高さ
とした方が良い（書かなくても減点まではならないと
推定）。

基礎は、時間短縮からもベタ基礎が望ましい。ただし、
その場合は、経済性の課題があるので、必ず、ピット部
を設備配管用のピット利用と、井水貯留槽又は雨水貯
留槽に利用すると書く。

凡例は、この２つで確定とする。書き忘れは、
減点対象と判断する。

屋上には、①太陽光集熱パネル、②太陽光発電パネル、③屋上緑化、
④井水散水または雨水散水、⑤開閉式トップライト、⑥室外機スペー
スを書く。また、電気室の指定がない場合は、⑦キュービクル、⑧非
常用自家発電設備を書くことを確定とする。

高天井は、このようにＶ字ブレースをいれ
て、コメントを書き込むことを確定とする。
審査員へ高天井落下防止対策を理解し
ているとのＰＲになる。印象点アップ。

寸法は、柱芯のみの距離とする。更に細かく書く方も
いるが、時間短縮から柱芯のみで減点にならないの
で、それで確定とした方が良い。どこまで書くかも迷わ
ない。

【３階平面図】

【断面図】



８章　添削結果で最もミス（全体の約８割）の多かったのは「防火区画と延焼ライン」

７章　見直し30分は合格するための必須事項「理想的な時間配分」

・試験時間の時間の配分を表１に示す。

・標準時間は、①課題読み30分、②エスキス110分、③記述60分、④作図180分、⑤見直し10分である。

・ベスト時間は、①課題読み30分、②エスキス90分、③記述60分、④作図180分、⑤見直し30分である。

・製図試験は、約40％の方が合格できる相対比較での合否となる。

・特に近年は、ランクⅠとランクⅡとの差が付きにくい傾向にある（どちらの評価とも言い難い激戦区には約２千人がいると推定）。

・このランクⅠとⅡの激戦区を勝ち抜くためには、⑤見直し（ミス10個探し等、ミスは必ず10個あると信じて探す）を30分取る必要がある。

・ミス10個探しは、10分では見つけられない（30分無いとミスを見つけ直しきれない、ミス１個見つけることで-1点を改善できる）。

・この⑤見直し10分から30分にするには、どこかを短時間で完了する必要がある。

・その最も狙い目は、②エスキス110分から90分への短縮である（エスキスは訓練すると90分で終了できる）。

・どうしてもエスキスが苦手な方は、６章で書いたように短時間作図法を活用すると、④作図180分を150分にできる（この時間を⑤へ）。

・なお、③記述も研究会の「記述解答」を丸暗記すると60分から50分へ短縮できる。

添削を100件以上しているが、その中で最もミスの多いのは、「防火区画と延焼ライン」による防火設備及び特定防火設備の書き忘れである。

ここは、約80％の方にミスがあった（ほぼミスのない方を探す方が少ない状況）。

逆に言えば、ここでミスが無い図面を書けるようになれば、他者との差がつくこととなる。

以下に各項目ごとに分けて解説する。

１．延焼のおそれのある部分

２．防火区画（竪穴区画、面積区画）

３．竪穴区画の判断

４．異種用途区画の判断

１．延焼のおそれのある部分
「延焼の恐れのある部分＝延焼ライン」は、次の２種類である（図１参照）。

① 隣地境界線から１階が３ｍ、２階・３階が５ｍの部分

② 道路中心線から１階が３ｍ、２階・３階が５ｍの部分

この延焼ライン内にある開口部（窓、扉）は、「防火設備」となる。

防火設備の書き忘れは－１点となり、合否激戦区では命取りになるので、注意を要する。

注意１：道路があるのに、隣地境界線からの距離で延焼ラインを間違えて書く方がいる。

道路がある場合、道路中心からの距離であり、まず適用となることがない。

注意２：延焼ライン上の窓・扉も防火設備となる。

注意３：延焼ラインがかかっている側面の窓も防火設備となる。

注意４：隣地が公園の場合は、「延焼の恐れのある部分」が免除されるので対象外となる。

①隣地境界線 ②道路中心線

道路隣地 敷地

１階

２階

３ｍ

５ｍ ５ｍ

３ｍ

延焼のおそれのある部分

図１ 延焼のおそれのある部分（１階３ｍ、２階以上５ｍ）

表１　本試験でのベストな時間割

項　目 ① 課題読み ② エスキス ③ 記述 ④ 作図 ⑤ ミス10個探し等

標準時間 30分（11:00～11：30） 110分（11：30～13：00） 60分（13：00～14：00） 180分（14：00～17：00） 10分（17：00～17：30）

ベスト時間 30分（11:00～11：30） 90分（11：30～13：00） 60分（13：00～13：50） 180分（13：50～16：50） 30分（16：50～17：30）

※課題の時間は短縮しない（最重要） ※エスキスの時間は90分で完了する ※記述はここで書き上げる（下記理由） ※エスキスはミスが無い限り変更しない ※ミスは必ず10個以上ある

課題の１分確認（配置図、床面積指定、記述） 　⇒単純プラン、明確ゾーニングで時短へ 　・焦らないで書ける（丁寧・誤字脱字無） 作図は、エスキスに基づきひたすら書くだけ ミス10個探しは最低でも30分欲しい

その後、赤アンダーラインで熟読（１回目） （1）機能図検討 　・エスキス終了にて図面と整合できる 作図中にエスキスをするようでは終わらない 　・課題文との整合性ミス探し

（エスキス終了後、黄マーカー２回目） ①課題の機能図を検討し書く 　・記述完了にて安心して作図できる ⇒作図は少し練習すると３時間で書き終える 　・エスキスとのミス探し

（作図終了後、赤マーカー３回目） 　⇒頭に入っている場合、割愛しても良い 時間は、記述完了50分、読直し10分 　・図面全体見直しでのミス探し

※課題は最重要なので３回チェック （2）ゾーニング検討 　⇒記述は40点、ここでランクⅠとⅡが決定 以下、３時間完成の作図手順と目標時間 時間が残った場合は外構の詳細を記載

配置図にアプローチ、出入口、眺望を記載 ①推薦は階別ゾーニング、単純プラン 　　従って、60分を使い切り詳細に書く ①面積表完成（５分）・・・1/5完成で安心

重要指定事項は赤アンダーライン ②平面は利用と管理ゾーニングを分ける 図面と関連する事項をエスキスに書き出す ②通芯・寸法・柱（15分） ※図面完成者の50％が不合格となるので、

多くの色を使わない⇒わからなくなる ③動線交錯なしで各室をゾーン別に振分 ③ＥＶ・階段（20分）・・・上下階ミスは不合格 　このミス探しをしないと合格できない

各室面積条件からグリッドを確定 （3）平面図の検討 ※記述は40点相当です。 ④平面図の壁・窓（50分） 　ミスは10個以上あると信じて探す

　⇒50㎡多い（7×7）、40㎡多い（7×6） ①7×7ｍグリッドを基本に建物位置決定 　主語述語とその理由（＝キーワード）が ⑤庇・扉・出入口（10分） 　10分では、ミス10個を探せない

各室を１階・２階・３階に振分⇒面積算定 　⇒建蔽率によっては7×6も考慮 　正しく書かれていないと減点される ⑥室名・平面図面積（10分） 　⇒ランクⅠとランクⅡの激戦区を勝ち抜く

記述の課題に確定キーワードを書く ②縦動線、ゾーニング内の各室を検討 　丁寧な字で全欄を埋める ⑦断面図完成（30分）・・・3/5完成で安心 　　ためには、-1点も逃せない

　⇒ＰＳ、ＤＳ、歩行距離も同時検討 　⇒１行も空きがないようにする、ここで ⑧外構完成（20分）・・・時間無はフリーハンド 　　つまり、このミスチェックが勝負となる

③面積出し、室名、机、いすなど記載 　　ランクⅠへ飛び込むのが研究会の ⑨平面図便所等（20分）・・・時間無フリーハンド 　　研究会必勝法その２

（4）断面図の検討（階高、天井高納まり） 　　必勝法その１（記述まとめを丸暗記）

※製図試験は事件との勝負の試験であり、試験までの練習により標準時間からベスト時間に持って行く。

検討項目



２．防火区画（竪穴区画、面積区画）
・主な防火区画は、次の２種類である。

① 竪穴区画 ⇒防火設備

② 面積区画 ⇒特定防火設備

実際には、「階段」、「ＥＶ」、「３層吹抜け」が該当するが、全て「特定防火設備」でよい。

階段、ＥＶ、３層吹抜けは、竪穴区画となるので、防火設備は必ず必要となる。更に、３階建ての計画の中で、1,500㎡の面積区画が必要となり、竪穴

区画に面積区画を含むとなり、各階で階段、ＥＶ、３層吹抜けを特定防火設備とする（階ごとに面積区画するとの意味）。

３層吹抜けは、２階・３階の窓に特定防火設備のシャッター、１階に特定防火設備のシャッターと一部に開閉扉（くぐり戸）が必要である。

本来、２階又は３階の階段、ＥＶ、３層吹抜けを特定防火設備にすると、１階の階段、ＥＶ、吹抜けは、面積区画を含まない竪穴区画のみでよいので防

火設備でよい。しかし、そこを色々考える時間を割愛するため、研究会では、全て特定防火設備にすることを推奨している（確定エスキス）。この１階が

防火設備でよいのに、特定防火設備にすることは、防火区画として安全側の考え方であり、ここで減点になることはないと判断している。

３．竪穴区画の判断
階段、ＥＶ、３層吹抜けは、竪穴区画となる。

竪穴区画の判断で難しいのは、２層吹抜け（２階・３階の吹抜け展示室）であり、次の２種類となる。

① ３階部分に窓ありは竪穴区画判断 ⇒防火設備の扉必要、３階窓は特定防火設備のシャッター必要

② ３階部分に窓なしは単なる大空間 ⇒防火設備の扉不要

展示室が日本画等の展示ありで無窓を想定する場合は、３階部分は一般に壁となる。ここが全て壁である場合、この２層吹抜けの展示室は、単なる

大空間の法的解釈となり、扉に防火設備は不要である。

他方、市民展示室のようにオープン公開的な展示室内を見せる場合、３階ホールから展示室内が見れるように窓を設置する場合がある。その場合、

この２層吹抜けの空間は、吹抜け空間となり、扉を防火設備にする必要がある。また、３階窓は、面積区画も含めて特定防火設備のシャッターが必要

である。

１級建築士の製図試験は、受験者の知識を審査員に見てもらう試験なので、展示室にホール等から見れる窓がある場合は、扉に（防）を書いて、「吹

抜け空間は３階に窓があることから竪穴区画により防火設備の扉が必要」と平面図に記載すると印象点が上がる（ランクⅠへ飛び込むテクニック）。

４．異種用途区画の判断
レストランや喫茶店は、異種用途であるが、異種用途区画が必要かどうかは、次の２種類となる。

① 使用時間帯が同じ場合は異種用途区画が不要 ⇒特定防火設備の扉不要

② 使用時間帯が違う場合は異種用途区画が必要 ⇒特定防火設備の扉必要

レストランや喫茶店（以下、レストラン等という。）と、美術館の分室とは、異なる用途である。

しかしながら、美術館の分室の一部としてレストランや喫茶店を使用する場合は、通常、同一使用条件による同一施設と判断して、レストラン等を異種

用途区画しなくてよい。この判断は、一般に使用時間が異なるか、同じかで判断される。つまり、美術館の分室が18：00終了なのに、レストラン等が

20：00まで営業していると、これは、同一使用しているとは言い難く、異種用途区画が必要と判断される。

更に、この時間帯が明確でない場合は、レストラン等への外部からの専用出入口があるかで判断される。つまり、外部から直接の出入口があれば、異

なる時間帯での使用が可能であり、分室のエントランスホール等とレストランの出入口には、特定防火設備が必要となる。

ここも、「3.」と同じように、１級建築士の製図試験は、受験者の知識を審査員に見てもらう試験なので、レストラン等で外部から直接入れる出入口があ

る場合、エントランスホール側の扉に（特）を書いて、「異なる時間帯の使用を想定することから異種用途区画により特定防火設備の扉が必要」と平面

図に記載すると印象点が上がる（ランクⅠへ飛び込むテクニック）。

研究会は、ランクⅠとⅡの激戦区を勝ち抜きランクⅠへ飛び込むためには、①計画の要点等は全てに理由のある詳細な文として全行を埋める、②平

面図及び断面図には環境負荷低減策や様々な補足文を多く書くことを推奨している。

⇒１級建築士の製図試験は、受験者の知識（この人は１級建築士になれる知識があるか）を判断する試験なので、図面だけではなく、文章・コメントで

の判断もしている（平面図に補足文を書かないと、受験者が本当に知識が豊富であるかが審査員へ伝わらない、図面にコメント文を多く入れることは

ランクⅠへ入るための必須事項である）。

図２ 階段・ＥＶ・吹抜け部の特定防火設備（竪穴区画＋面積区画）

図３ 延焼のおそれのある部分（防火設備）

吹抜け部
（１階）

吹抜け部
（３階）

延焼ライン



９章　添削結果で次にミスの多かったＰＳも含め「設備全体の注意点をまとめる」

添削の中で防火区画等の次にミスが多かったのは、「ＰＳの計画」であった。

ＰＳのミスでは、大きく次の２点があった。

① ＰＳの設置無し（３階に「手洗い場」があるのに下階にＰＳがない、上階にＰＳがあるのに下階にＰＳがない等）。

② ＰＳが同一場所にない（上階から流れていくる排水は下階の同一場所にもＰＳがあるのに、そのＰＳがない等）。

⇒ＰＳは、基本、各階の同一場所に設置する（減点対象にならない）。ただし、ＰＳの計画では、１曲がりなら減点にならないと推定する。

１階と２階のＰＳが同じ位置で、３階だけがズレている場合等である（厳密には好ましくない）。更に、ＰＳまでの排水横引き管は１スパン

までであれば、減点の対象にならないと推定する。

質疑応答：ＰＳのほか設備に関する代表的な質疑３点について紹介する。

（1）ＰＳ、空調ＰＳ、ＥＰＳ、ＤＳはどのように書けば良いか？

・ＥＰＳと空調ＰＳは、管理者ＥＶ近傍にセットで１～３階の同一場所で計画する（図１参照、ＥＰＳは1.5～２㎡、空調ＰＳは１～1.5㎡）。

⇒空調ＰＳは、２階と３階だけでも良いが、１階にあっても問題ない、時間短縮を考慮して１～３階共通に計画する。

・ＤＳは、４㎡で確定して良い。１ｍ×２ｍなどの長方形ではダクト縦横比が大きくなり減点対象となる。

・ＰＳは、便所及び手洗い場などに計画するが、便所は可能であれば全階同一場所に計画すると間違いない（図２参照）。

（2）受水槽室、空調機械室、電気室、消火ポンプ室などの大きさは、どの程度と考えて良いですか？

・受水槽室は、１コマ（49㎡又は42㎡）とする。

・電気室は、半コマ（25㎡又は21㎡）とする。

・消火ポンプ室は、1/4コマ（12㎡又は10㎡）、管理階段の下にすると容易である。

・空調機械室は、展示室の専属設置なら最小2×3＝6㎡（図３参照）、１階に専属に設ける場合は1/4コマ（12㎡又は10㎡）が目安。

（3）屋上の設備は何を設置すれば良いか？

・空調関連設備としては、空調室外機と空冷ＨＰチラーであるが、空調室外機スペースとすると両方を示すこととなる（図４参照）。

・環境負荷低減設備としては、太陽光発電パネル、太陽光集熱パネル、散水設備がある。

・電気設備としては、キュービクルと非常用自家発電設備であり、電気設備スペースとすると両方を示すこととなる。

（4）設備システム図を提示頂けますか？

・作図の中で設備システム図を書く必要があるのは、太陽光集熱システム（図５参照）と井水散水システム（図６参照）である。

図１ ＥＰＳ・空調ＰＳの例
図２ 便所内ＰＳの例

（各階同一場所ならＰＳも同じ）
図３ 空調室の例

図４ 屋上設備の例

図５ 太陽光集熱システムの例 図６ 井水散水システムの例



10章　以外に添削でミスの多かった「面積計算の注意点」

11章　ランクⅠとⅡの激戦区を勝ち抜くための「平面図と断面図に書き込む簡潔な文章」

12章　これでランクⅠへ飛び込む必須事項「１行も残さない図面と整合する計画の要点等」

（1）ＥＶシャフトの床面積

予測課題１の床面積の合計は、「エレベーターシャフトは床面積を算入しないものとする。」となっている。

つまり、床面積からＥＶ部分を除かないといけない。

予測課題２と３の床面積の合計は、「エレベーターシャフトは床面積を算入しないものとする。」が書かれていない。

つまり、床面積にはＥＶ部分を含むものとなる。

予測課題２では、以外に多くの方がエレベーターシャフトの面積を除いた計算式をしていたので、注意が必要である。

（2）吹抜け面積

予測課題２のエントランスホールの条件には、「１階から３階までの吹抜け40㎡以上を設ける。」の条件がある。

この40㎡以上の条件に対して、出入口部に吹抜けを設けた方の多くが、風除室の上の部分も吹抜け面積としていた。

この風除室の上は、吹抜け面積に含まないので、40㎡以上の条件を満たしていない方が多かった。

ランクⅠは、毎年約４千人である。その中で下位千人とランクⅡの上位千人は、ほぼ激戦区の方々（約２千人）であり、点数にそれほど差がない。

従って、この激戦区を抜け出してランクⅠへ入るためには、次の２つを推奨する。

① 平面図及び断面図には、出来る限り「必要に応じて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文を明示」する。

② 計画の要点等は、全てに理由のある内容で図面と整合性のある内容として、１行も残さず解答欄全てを埋め尽くすように書き上げる。

ここでは、平面図と断面図に書き込む簡潔な文章を下記示す。

研究会は、ランクⅠとランクⅡとの激戦区を勝ち抜くには、「計画の要点等」で高得点を取ることが重要である。

当研究会では、採点比率を図面６割（図面採点50点、図面印象点10点）、計画の要点等４割（採点40点）の合計100点満点と推定している。

現在、図面でランクⅣ不適合となる方は、1割未満である（H30は建蔽率違反の方が多く25％であった）。ほぼ９割の方は、図面と計画の要点等が完

成者として採点され、ランクⅠ～Ⅲとなっている。会員を対象とした試験終了後の無料添削を分析すると、ランクⅠ合格とランクⅡ不合格では、図面に

大きな違いがないものの、計画の要点等に差があり、合否となった事例が多々見受けられる。特に、ランクⅠに該当する合格約４割の中の下位１割の

方（約千人）と、ランクⅡに該当する不合格約３割の上位１割の方（約千人）は、合否激戦区であり、この２千人の中で合格できる千人は、かなりの確率

で計画の要点等がしっかり書いている方となっていると推定している。

研究会は、合格するためには、次の２点が重要であると位置づけている。

① 図面は、単純明快なシンプルな減点の少ない図面（７ｍ×７ｍグリッド・３ｍ直線通路・利用者及び管理者の明確なゾーニング等）と、多くの環境

負荷低減対策及び様々な簡潔な補足文を平面図及び断面図に書き込む。

② 計画の要点等は、審査員が読みやすいように丁寧な字で必ず理由の書いた文章とし、解答用紙に１行も残さず隙間なく、図等補足は全ての文

章内容を図等補足を書く。 ⇒そのため「計画の要点等の解答例まとめ」を丸暗記して下さい。

初受験で資格学校へ通学しないで当研究会のＨＰのみで学習し、計画の要点等を丸暗記して、解答用紙を隙間なく書いて合格した方がいる。全て

の方がこうなるとは言えないが、計画の要点等は、合格するための必須事項である。

解答文章は、審査員が読みやすいように必ず理由を書いて下さい（箇条書きを推奨）。また、「補足図記入欄」のある問題は、全ての文章内容につい

て補足図を書いて下さい。

この計画の要点等を丸暗記することは、合格に直結する多くのメリットが生まれる。一般的に計画の要点等にかかる時間は、エスキスも含めると60分

～80分と言われている。研究会の計画の要点等の解説例まとめを丸暗記すると、ほぼエスキス時間もなく、50分程度（記述40分＋見直し10分）で完

了させることができる。製図試験は、「時間との勝負の試験」であるので、計画の要点等が50分で完成し、更に高得点が取れる内容であることのメリット

は大きい。もう少し具体的に書くと、製図試験は、エスキス２時間、計画の要点等１時間、作図３時間、見直し30分で終了しないと合格できない時間勝

負の試験であり、計画の要点等で10分短縮できる価値は非常に大きい（この10分はエスキス2時間又は見直し30分に加えたい）。

図１ 地盤改良の例 図２ 垂直ルーバーの例

図３ 水平ルーバーの例 図４ 高天井落下防止対策の例



令和元年度の課題 「美術館の分室」の計画の要点等のまとめ







13章　３課題を横割りで比較検討する「課題の項目別での解説」

（1） 予測課題の項目別での解説

試験の全ては課題文にある。研究会は、３課題で本試験の80％以上の的中を目指している（H28、H29、H30と３年連続80％以上的中した）。

ここでは、研究会の３課題について、各項目別（水平切り）で留意点を解説する。

今年の予測課題が的中するかどうかは、試験終了後に検証するが、課題の各項目での留意点を把握することは重要である。

（2） 予測課題１～３及び解説

なお、最後に研究会の今年の３予測課題と解答図を示す（記述は、12章でまとめているので割愛する）。

ただし、予測課題１と予測課題２の解答図では、一部好ましくない部分があったので、ここで補足説明をする。

【予測課題１の解答図で好ましくない点】

・管理者通用口は、荷解き室及びサービス駐車場の近くにあった方が良い。

・本計画では、管理者用通用口が南側にあった方が良いプランである。

【予測課題２の解答図で好ましくない点】

・２階市民展示室が面積計算上で柱間から一部はみ出しており、３階アトリエの床の梁が明確でない。

・ここは、アトリエ床の下の梁部中央に柱を設けることが望ましい。

・なお、研究会の図面は、３階建ての全体が整形な建築物であり、特に２階床部に重量物がかかる等の条件が無いことから、アトリエ床を

受け持つ部分の梁をＰＣ梁として、そのＰＣ梁を受ける通常の梁を500×1000にすると、解答図の通りとなる。実行員（構造設計１級建築士）

の見解として、ＰＣ梁の梁受けだが、このプランなら何とか持つが、その場合は、アトリエ床のＰＣ梁へは、小梁が3箇所必要となる。

ただし、好ましくないプランであり、やはりアトリエ梁部は、ＰＣ梁ではなく、途中に柱を設けるようにした方が良い。



Ⅰ．設計課題の留意点

１．敷地及び周辺条件

「Ⅰ．設計条件」からは、計画全体の意図が分かる。

ここを簡単に読む方と、理解して読む方とでは、既に大きな差が出ていることを理解

して頂きたい。この設計条件では、４つの重要な「室」と、「外部動線」をどうするかの

解答が書かれている。

令和元年「美術館の分室」の特徴

前半の文章は、美術館に隣接する「美術館の分室」の文となる。分室は、市民の創作

活動の支援や展示等という紹介になると推定する。また、屋上庭園が発表時の注意

事項にあるので、この点の特質性の文が入る可能性が高い。

後半は、従来通り、バリアフリーや環境負荷低減のための自然エネルギー等の文に

なると推定する。

また、予測課題３にあるように、周囲の眺望や駅からの離隔距離などの記載も想定で

きる。

「１．敷地及び周辺条件」からは、敷地の周辺状況との関係、つまり接道や隣地との関

係が文章と敷地図により分かる。文章の殆どは定型文である。ここで重要なのは、「建

ぺい率」の限度である。

建蔽率の限度

昨年度は、建蔽率が70％であったが、敷地が小さく、多くの方が建蔽率違反でランク
Ⅳとなった。特に、温水プールの２方向避難が取れなく、屋外階段にした場合、この
建蔽率にかかる方が多く、その結果、従来ランクⅣは10％前後であったものが、昨年
は25％まで跳ね上がった。
研究会の課題では、課題１で一般的な敷地での建蔽率70％、課題２で敷地が昨年並
みに小さい状況で建蔽率70％、課題３では建蔽率60％と厳しい状況とした。

【敷地図】
本年度の課題は、隣地に美術館がある。従って、敷地図には周辺条件として、必ず
美術館が指定される。
課題１及び課題２は、美術館の敷地の一部に「美術館の分室」があるパターンである。
課題３は、美術館の隣地に分室があるパターンである。
更に、課題３は、昨年度の本試験同様、別紙に敷地図と地盤略団図を示した。本年
度の試験もかなりの確率で課題３のようなパターンでの出題になると推定する。

【予測課題１】Ⅰ．設計課題
この課題は、ある地方都市の中心市街地に建つ美術館に隣接する敷地において、市民

の創作活動の支援や展示等を行うための「美術館の分館」を計画するものである。

本施設は、市民の芸術活動の活性化を図る展示空間や、施設利用者が憩いの場となる

屋上庭園を併せもち、豊かな市民文化の形成と地域住民の交流の場となるように計画する。

また、計画に当たっては、バリアフリーに配慮すると共に、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（パッシブデザイン及びアク

ティブデザイン）を、積極的に取り入れるものとする。

【予測課題２】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、地域住民に永く親しまれた美術館に

隣接する敷地に、市民の芸術活動を支援する「美術館の分館」を計画するものである。本施

設は、地域住民等が実際に創作を行う場を提供するとともに、施設利用者が憩いの場とな

る屋上庭園を併せもち、芸術活動と地域活性化を図ることを目的とする。

また、計画に当たっては、バリアフリーに配慮すると共に、環境負荷低減のための自然エ

ネルギー（太陽熱・地中熱・井水）を利用し、快適な室内環境が得られるような設計手法を、

積極的に取り入れるものとする。

【予測課題３】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、地域住民に親しまれた美術館に隣接

する敷地に、芸術活動を支援する「美術館の分館」を計画するものである。本施設は、南側

に樹木豊かな河川が広がり、また駅から100ｍ程度離れたところにある。１階屋上には、芸術

と憩いを感じる屋上庭園を併せもつ建物を計画する。

また、計画に当たっては、バリアフリーに配慮すると共に、環境負荷低減のための自然エ

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を、積極的に取り入れるもの

とする。

【予測課題１】 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、準住居地域及び準防火地域に指定されている。

また、建蔽率の限度は70％、容積率の限度は200％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。

【予測課題２】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、準住居地域及び準防火地域に指定されている。

また、建蔽率の限度は70％、容積率の限度は200％である。

（4） 電気、ガス及び上下水道は、完備している。

（5） 地盤は、地表（ＧＬ）から２ｍの深さまでは表土、２ｍ以深はＮ値30以上の

洪積砂礫層である。水位は、ＧＬ-2.4ｍである。

（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。

【予測課題３】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、別紙１「敷地図」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、準住居地域及び準防火地域に指定されている。

また、建蔽率の限度は60％、容積率の限度は200％である。

（4） 電気、ガス及び上下水道は、完備している。

（5） 地盤は、別紙１「地盤略断面図」の通りである。

（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

「２．建築物」は、構造、床面積、要求室の具体的条件が分かる。

ここで重要なことは、「（2）床面積の合計」の条件である。ここは、その合計の範囲内

に入らないとランクⅣとなるので、一般には全員が確認する。この床面積条件は、面

積が小さい方が難しい（課題３は床面積が小さい条件とした）。

ただし、その床面積に算入しない条件は、十分チェックが必要である。H27の課題で

は、「エレベーターシャフトを床面積から除く」という条件が出題された（課題１にそれ

を盛り込んだ）。その年、あまりに間違えた受験者が多く、H28からは、エレベーター

シャフトを除くという条件はなくなり、元の条件に戻った（課題２と３の条件）。

【要求室】

予測課題１～３の要求室を以下に示す。
本年度出題されるだろうと推定される要求室は、「２章」を参照下さい。

【予測課題１】 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、2,300㎡以上とする。

この課題の床面積の算定において、ピロティ、搭屋、エレベーターシャフト、

バルコニー、及び屋外階段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。

【予測課題２】 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、2,300㎡以上、2,800以下とする。

この課題の床面積の算定では、ピロティ、搭屋、バルコニー及び屋外階段

を床面積に算入しないものとする。ただし、ピロティを設備スペース、駐車場、

娯楽スペースに利用する場合は、床面積に算入するものとする。

（3） 要求室

下表の室は、すべて計画する。

【予測課題３】 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、2,000㎡以上、2,500以下とする。

この課題の床面積の算定では、ピロティ、搭屋、バルコニー及び屋外階段

を床面積に算入しないものとする。ただし、ピロティを設備スペース、駐車場、

娯楽スペースに利用する場合は、床面積に算入するものとする。

（3） 要求室

下表の室は、すべて計画する。

部門 室　名 床面積

・市民の企画展示、作品発表等に利用する。

・３室に分割して個別に利用できるようにする。

・無柱空間とし、天井高さ５ｍ以上とする。

・自然光を取り入れた展示空間とする。

・絵画、工芸作品等を展示する。

・受付カウンターを設ける。

展示資料室 ・過去に発表された市民作品等を展示する。 適宜

休憩コーナー（1） ・テーブル及びソファーを設ける。 適宜

・絵画等のアトリエ等の実習、指導をする。

・30人程度が利用できるようにする。

・作業机、椅子、流し台を設ける。

・図書や映像資料を閲覧できる。

・映像を映す大型スクリーンを設ける。

休憩コーナー（2） ・テーブル及びソファーを設ける。 適宜

・風除室を設ける。

・１階から３階までの吹抜けを設ける。

・美術等を通じて、市民が交流を図れるような室を想定し、

　自由に提案する。

・設い（什器、設備機器等）を設ける。

・30席程度の椅子席を設ける。

・厨房、カウンターを設ける。

・外部から直接アプローチできるようにする。

・屋外テラスを隣接させる。

売店 ・美術関連商品を販売する。 適宜

・４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。

施設長室 適宜

休憩室 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

守衛室 適宜

収蔵庫 前室を設け、温室管理にも配慮する。 約100㎡

荷解室 ・美術品搬入車が荷の上げ下ろしを行う。 約100㎡

・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。

展
示
部
門

管
理
部
門

共
用
部
門

喫茶室

約300㎡

適宜

約100㎡

適宜

適宜

事務室

特記事項

設備スペース

エントランスホール

市民展示室

常設展示室 約100㎡

約150㎡コンセプトルーム

教
育
・
普
及
活
動
部
門

アトリエ 約100㎡

美術資料室 適宜

部門 室　名 床面積

・市民の工芸作品発表のほか多目的に利用する。

・無柱空間とし、天井高さ６ｍ以上とする。

・名工による竹編み細工、木工作品等を展示する。

・自然光を取り入れる。

・美術図書やパソコン資料を閲覧できる。

・書棚、5人分のパソコンコーナーを設ける。

・20人程度が利用し、テーブル、ソファーを設ける。

・屋上庭園を一望できるようにする。

・竹編み細工等の実習、指導をする。

・約20人の椅子、机、流し台を設ける。

・絵画等の実習、指導をする。

・約20人の椅子、机、流し台を設ける。

・工芸等の講義をする。

・30人程度の椅子、机及び大型モニターを設ける。

休憩コーナー ・屋上庭園を一望できるようにする。 適宜

・風除室、コインロッカーを設ける。

・１階から３階までの吹抜け40㎡以上を設ける。

・美術館（本館）利用者も利用する。

・椅子、テーブルで約50人が利用する。

・厨房、カウンター、更衣室、職員用便所を設ける。

・内外部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て、一体的な利用をする。

・館内のイベント情報等を掲示する。

・大型モニターを設置する。

売店コーナー ・レジを設けて、美術関連商品を販売する。 適宜

・４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。

施設長室 適宜

会議室 約40㎡

更衣室 ・男女別に設ける。 適宜

指導員控室 ・男女別に設ける。 適宜

守衛室 適宜

荷解室 ・美術品搬入車が荷の上げ下ろしを行う。 適宜

作業準備室 適宜

備品倉庫 ・非常時の備品を保管する。 約40㎡

・市民展示室の空調機械室を設ける。

・受水槽室、消火ポンプ室を設ける。

・電気室、非常用自家発電設備室を設ける。

・他必要な設備室及び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。

管

理
部

門

共
用

部
門

レストラン 約200㎡

適宜

適宜

特記事項

・分室の使用時間は9時から18時であり、レストランの使用時間も9時から18時である。

情報コーナー 適宜

工芸創作室

事務室

設備スペース

アトリエ

エントランスホール

市民展示室

工芸展示室 約100㎡

約80㎡

約200㎡

適宜

研修室 約80㎡

約80㎡

美術図書室 約100㎡

休憩室 適宜

展

示

部
門

教

育

・

普

及

活

動

部

門

部門 室　名 床面積

・日本画、絵画、工芸等を展示する。

・無柱空間とし、天井高さ６ｍ以上とする。

・無窓居室とするが、自然排煙用窓を設ける。

・常設展示物の一次保管室とする。

・常設展示室へ直接搬出入できるようにする。

・市民の企画展示のほか、多目的に利用する。

・２室に分割できるようにする。

・２室ともに自然光を取り入れる。

休憩コーナー（1） ・眺望に考慮する。 適宜

・陶芸等の実習、指導をする。

・手洗場及び倉庫を設ける。

・絵画等の実習、指導をする。

・手洗場及び倉庫を設ける。

・木材加工等の実習、指導をする。

・手洗場及び倉庫を設ける。

休憩コーナー（2） ・眺望に考慮する。 適宜

・風除室、コインロッカーを設ける。

・１階から３階までの吹抜けを設ける。

・隣接する美術館（本館）の来館者も利用する。

・椅子、テーブルで約50人が利用する。

・厨房、カウンター、更衣室、職員用男女兼用便所を設ける。

・内外部からアプローチできるようにする。

・屋外広場を隣接させて一体的な利用をする。

・市民がオープンに芸術等を楽しめる室とする。

・天井高さを５ｍ以上とする。

・エントランスホールからオープン市民芸術センターを通り、

　美術館（本館）及び屋外広場へ通り抜ける通路を設ける。

・市民展示コーナーを設ける。

・芸術講演コーナー（大型モニター、椅子20席）を設ける。

・美術売店コーナー（レジカウンター）を設ける。

・子供遊び場を設ける。

・休憩スペースを設ける。

・屋外広場を隣接させて一体的な利用をする。

・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。

・受付カウンターの隣りにチケット販売機を設ける。

施設長室 適宜

会議室 適宜

従業員更衣室 ・男女別に設ける。 適宜

指導員更衣室 ・男女別（便所含む）として２階に設ける。 適宜

指導員休憩室 ・２階に設ける。 約50㎡

ボランティア更衣室 ・男女別（便所含む）として３階に設ける。 適宜

救護室 ・ベッドを２台設ける。 適宜

給湯室 ・各階に設ける。 適宜

ゴミ室 適宜

守衛室 適宜

荷解室 ・美術品搬入車が荷の上げ下ろしを行う。 適宜

多機能便所 ・各階に設け、車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適宜

便所 ・各階に、男性用及び女性用を設ける。 適宜

・常設展示室の空調機械室を設ける。

・オープン市民芸術センターの空調機械室を設ける。

・受水槽室、消火ポンプ室を設ける。

・雨水又は井水を利用する場合は、中水設備室を設ける。

・キュービクル、非常用自家発電設備を屋上に設ける。

・他必要な設備室及び屋外機器置場等を計画する。

・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。

　　 　※２階の廊下又はホールからは、直接屋上庭園に出入できるように計画する。

特記事項

展

示
部
門

創

作
部
門

適宜

常設展示室 約200㎡

約50㎡

約50㎡

市民展示室

適宜

事務室

エントランスホール

オープン市民芸術センター 約300㎡

陶芸工房

約200㎡

絵画工房

木材工房 約50㎡

　　 　※３階の廊下又はホールからは、直接屋上庭園が見えるように計画する。

管
理

部
門

共

用
部
門

レストラン

適宜

適宜設備スペース

約100㎡

保管庫

【予測課題２】 要求室【予測課題１】 要求室 【予測課題３】 要求室



３．その他の施設等

４．計画に当たっての留意事項

「３．その他の施設等」からは、建築物以外の要求事項が分かる。

ここでは、屋上庭園、屋外テラス、駐車場及び駐輪場の条件である。

（1） 屋上庭園

事前の課題公表で指定されているので、屋上庭園は、確実に出題される。

過去にも屋上庭園は出題されている。本年度、それが事前指定されたことは、この屋

上庭園が大々的に計画する内容になる可能性が高いと推定できる。課題１で100㎡、

課題２で200㎡、課題３で300㎡とし、更に課題３では「自由に提案する」を組込んだ。

（2） 屋外テラス

屋外テラス（屋外広場）も高確率で出題されるものと推定する。

こちらは、レストラン又は喫茶店のテラスとして、一体利用のパターンが想定できる。

（3） 駐車場及び駐輪場

駐車場は、車椅子利用者用とサービス用が考えられる。管理者用及び一般利用者用

は、高確率で隣地の美術館の駐車場を利用するとなると推定できる。課題３は、隣地

の美術館の駐車場を利用する計画とした。

駐輪場は、計画する場合と、隣地の美術館の駐輪場を利用するという２パターンが推

定できる。課題１と３は美術館の駐輪場を利用する計画とした。

「４．計画に当たっての留意事項」からは、建築計画、構造計画、設備計画の留意す
べき事項が分かる。
ここは、殆どが定型文であるが、設備条件でまれに指定される場合がある。課題３は、
受水槽と単一ダクト方式を指定した。

【予測課題１】 ３．その他の施設等

（1） 屋上庭園（100㎡以上、直径5ｍの円が入るもの）を１階又は２階の屋上に設ける。

日照及び景観に配慮し、通路、ベンチ、テーブル、植栽を計画する。

（2） 屋外テラス（50㎡以上、テーブル、椅子）を地上に設ける。

喫茶室の屋外に設け、一体的に利用する。

（3） 駐車場は、車椅子使用者用として2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、美術館駐車場を利用するものとし、

考慮しなくてよい。

（4） 駐輪場は、美術館駐輪場を利用するものとし、考慮しなくてよい。

（5） （1）～（4）の「その他の施設等」は、床面積に算入しないものとする。

【予測課題２】 ３．その他の施設等

（1） 屋上庭園（200㎡以上）を１階又は２階の屋上に設ける。

通路、ベンチ、テーブル、植栽及び20㎡以上の竹林を計画する。

（2） 屋外テラス（60㎡以上とし、15人分の椅子及びテーブル）を地上に設ける。

レストランに隣接させた屋外に設け、一体的に利用する。

（3） 駐車場は、車椅子使用者用として2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、美術館駐車場を利用するものとし、

考慮しなくてよい。

（4） 駐輪場は、来館者用として40台分を設ける。

（5） （1）～（4）の「その他の施設等」は、床面積に算入しないものとする。

【予測課題３】 ３．その他の施設等

（1） 屋上庭園（300㎡以上）を１階の屋上に設ける。

地域住民が芸術と憩いを感じる屋上庭園を自由に提案する。

（2） 屋外広場（100㎡以上とし、直径10ｍの円が入るもの）を地上に設ける。

レストラン及びオープン芸術市民センターに隣接させて、それぞれからの出入口を

設け、一体的に利用する。屋外広場には、遊歩道への出入口を設ける。

（3） 駐車場（車椅子利用者用及びサービス用を含む）及び駐輪場は、美術館（本館）の

駐車場及び駐輪場を利用するものとし、考慮しなくてよい。

【予測課題１】 ４．計画に当たっての留意事項

（1） 敷地の周辺環境及び隣地の美術館（本館）に配慮する。

（2） 建築物はバリアフリー、省エネルギー及び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。

（5） 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。

（6） 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。

（7） 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分には、所定の防火設備を計画する。

また、防火区画（面積区画・竪穴区画）が必要な部分には、所定の防火設備を計画する。

なお、本建物には、自動式のスプリンクラー設備等を設けないものとし、「避難上の安全

「避難上の安全の検証」を行わないものとする。

（8） 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。

【予測課題２】 ４．計画に当たっての留意事項

（1） 敷地の周辺環境及び隣地の美術館（本館）に配慮する。

（2） 建築物はバリアフリー、省エネルギー及び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。

（5） 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。

（6） 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。

（7） 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分には、所定の防火設備を計画する。

また、防火区画が必要な部分には、所定の防火設備を計画する。

なお、本建物には、自動式のスプリンクラー設備等を設けないものとし、「避難上の安全

「避難上の安全の検証」を行わないものとする。

（8） 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。

【予測課題３】 ４．計画に当たっての留意事項

（1） 敷地の周辺環境、隣地の美術館（本館）及び眺望に配慮する。

（2） 建築物はバリアフリー、省エネルギー及び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。

（5） 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。

（6） 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。

（7） 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分には、所定の防火設備を計画する。

また、防火区画が必要な部分には、所定の防火設備を計画する。

なお、本建物には、自動式のスプリンクラー設備等を設けないものとし、「避難上の安全

「避難上の安全の検証」を行わないものとする。

（8） 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、給水は受水槽方式とし、常設展示室及びオープン市民芸術センターの

空調方式は、単一ダクト方式とする。



Ⅱ．要求図書

２．面積表

３．計画の要点等

Ⅱ． 要 求 図 書

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。

【予測課題１】 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、必要に応じて、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等によ

り補足して明示する。

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。

【予測課題２】 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、必要に応じて、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等によ

り補足して明示する。

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。

【予測課題３】 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、必要に応じて、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等によ

り補足して明示する。

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）。

　　　防火設備、防火区画に用いる防火設備の位置及び種別（凡例

　　　と名称を記入し図示する。）

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

　ハ．屋外テラスの面積

　ニ．通路、植栽等

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．２階又は３階に設置する屋上庭園の面積

　ハ．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、市民展示室を含み、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、壁、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。

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）。

　　　防火設備、防火区画に用いる防火設備の位置及び種別（凡例

　　　と名称を記入し図示する。）

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

　ハ．屋外テラスの面積

　ニ．通路、植栽等

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．２階又は３階に設置する屋上庭園の面積

　ハ．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、市民展示室を含み、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、壁、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。

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、防火設備、防火区画に用いる

　　　防火設備の位置及び種別は、別紙１「防火設備等の凡例」に

　　　基づいて記入する。

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（▲で表示）、通用口（△で表示）

　ロ．屋外広場の面積

　ハ．通路、植栽等

③　２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．２階に設置する屋上庭園の面積

　ハ．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　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．屋上のキュービクル及び非常用自家発電設備の設置場所である

　　　電気設備スペースの位置（点線で表示）

　ハ．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、常設展示室を含み、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、壁、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。
【予測課題１】 ２．面積表（答案用紙Ⅰに記入）

（1） 建築面積を記入し、その算定式も記入する。

（2） 各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。

【予測課題２】 ２．面積表（答案用紙Ⅰに記入）

（1） 建築面積を記入し、その算定式も記入する。

（2） 各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。

【予測課題３】 ２．面積表（答案用紙Ⅰに記入）

（1） 建築面積を記入し、その算定式も記入する。

（2） 各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。

【予測課題１】 ３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）

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） 建築物のアプローチ計画及び動線計画について考慮したこと

（2） コンセプトルームについて使用目的及び設いを提案する

（3） 採用したパッシブデザインについて考慮したことを２つ記述する

（4） 採用したアクティブデザインについて考慮したことを２つ記述する

（5） 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

（6） 市民展示室を無柱空間とするために構造計画で考慮したこと

（7） 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

（8） 市民展示室の空調方式と、その選定理由について考慮したこと

（9） 給排水衛生設備における省エネルギー手法を具体的に記述する

（10） 電気設備における省エネルギー手法を具体的に記述する

【予測課題２】 ３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）

建築計画、構造計画及び設備計画について、次の（1）～（6）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） 周辺環境を踏まえた建築物のアプローチ計画及びゾーニング計画について、考慮したこ

と。

なお、【補足図記入欄】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足する。

（2） 採用したバリアフリーに配慮した設計のポイント（仕様、各種寸法等）について３つ提案す

ること。

なお、【補足図記入欄】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足する。

（3） 下表の主要な部材の断面寸法を示し、創意工夫した点を２つ述べること。

（4） 市民展示室の高天井における天井等落下防止対策について、考慮したこと

（補足図含む）。

（5） 市民展示室の空調設備計画について、考慮したこと（補足図含む）。

（6） 環境負荷低減手法（太陽熱、地中熱、井水）について、考慮したこと。

【予測課題２】 要求室【予測課題１】 要求室 【予測課題３】 要求室

【予測課題３】 ３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入）

建築計画、構造計画及び設備計画について、次の（1）～（9）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） 美術館（本館）から美術館の分館へのアプローチ計画及び意匠計画について、考慮した

こと

（2） 北側の駅方面から美術館の分館へのアプローチ計画及び意匠計画について、考慮した

こと

（3） オープン市民芸術センターの計画について、考慮したこと

（4） 屋上庭園の床スラブ（スラブ段差、防水対策、植樹対策等）について、考慮したこと

なお、【補足図記入欄】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足する。

（5） 採用した基礎方式と、別紙１「地盤略断面図」の「Ｎ値＝５程度の埋戻し土部分」について

考慮したこと

（6） 採用した受水槽の寸法を示し、メンテナンスの観点から考慮したこと（２つ）

（7） エントランスホールの３層吹抜けの空調方式について、考慮したこと（３つ）

なお、【補足図記入欄】にその考え方等をイラストやシステム図等により補足する。

（8） 建築物の防火区画計画について、考慮したこと

（9） 採用した自然エネルギー活用の具体的名称と概要について、箇条書きで記入する（５つ）

１．要求図書（答案用紙Ⅰに記入）

ここで重要なのは、「フリーハンドでもよい。」である。

「６章」でも書いたが、便器、洗面器、机、椅子などをフリーハンドにすると作図時間を

短縮することができる。

更に重要なのは、「簡潔な文章や矢印等により補足」という平面図及び断面図には、

補足文を書くことの推奨である。

一覧表

一覧表では、作図条件が書かれている。

殆どが定型文であるが、たまに従来ない作図指示が書かれていることがあるので注意

を要する。

定型文以外の内容としては、課題３で「④ロ 屋上キュービクル及び非常用自家発電

設備の設置場所である電気設備スペースの位置（点線で表示）」で示した。

ここは、従来「床面積」だけであった。
昨年、初めて「建築面積」の記入指示があった。特に、昨年は、敷地が小さく、この建
築面積の条件を確保するのが難しかった（多くの方が建築面積違反となりランクⅣが
25％と跳ね上がった）。

ここは、記述問題であるが、「12章」を参照頂きたい。



以下、予測課題１～３と解答図を示す（計画の要点等の解答は12章まとめにて割愛）。

【Ｒ１予測課題１】　予測課題１



【Ｒ１予測課題１】　（1）　１階平面図兼配置図

【Ｒ１予測課題１】　（２）　２階平面図



【Ｒ１予測課題１】　（３）　３階平面図

【Ｒ１予測課題１】　（４）　断面図



【Ｒ１予測課題２】　予測課題２



【Ｒ１予測課題２】　（1）　１階平面図兼配置図

【Ｒ１予測課題２】　（２）　２階平面図



【Ｒ１予測課題２】　（３）　３階平面図

【Ｒ１予測課題２】　（４）　断面図



【Ｒ１予測課題３】　予測課題３



【Ｒ１予測課題３】　予測課題３　別紙１



【Ｒ１予測課題３】　（1）　１階平面図兼配置図

【Ｒ１予測課題３】　（２）　２階平面図

300㎡の大空間を３ｍ通路で４分割

多機能便所は、オストメイトありでも２ｍ×２ｍで納まる

遊歩道へ

提案型の屋上庭園
① 芸術モニュメント
② ウッドデッキ
③ ビオトープ
④ ベンチ
⑤ 植樹

常設展示室の空調室は、隣接させてダクトルート及び還気に配慮

搬出入

眺望へ配慮

無柱約200㎡、H６ｍ



【Ｒ１予測課題３】　（３）　３階平面図

【Ｒ１予測課題３】　（４）　断面図

眺望へ配慮

上部のみに排煙用の窓を設置

ホールからの屋上庭園眺望

屋上の電気設備スペースを３階平面図に点線表示

軟弱地盤が一部分であることから地盤改良での対応

屋上に各種採用内容を表示

井水貯留槽・設備ピット利用でベタ基礎採用

記述との整合性から記載


