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１章　H21～H28の過去問分析

（1）　H21～H28の過去問一覧表
　センター試験問題（H21～H28）を表１に示す。

　過去問は、（1）建築計画、（2）構造計画、（3）設備計画及び環境負荷低減に分かれて出題されている。

計画の要点等（記述）の過去問解説

・ここでは、計画の要点等（以下、記述という）のH21以降の問題について、解説する。
・問題は、H21～H28とH29以降で出題パターンが異なる傾向が見られる。
・H21～H28は、（1）建築計画、（2）構造計画、（3）設備計画及び環境負荷低減に分かれて出題されていた。

⇒出題内容もパターン化しており、この間の問題は予測しやすい傾向にあった。
・H29～R1は、上記項目分けではなく、一括で10問程度の出題へ変更となった。

⇒問題も過去問に近いものの他、異なる傾向や補足図記入欄が含まれるようになった。
・従って、ここでは、次の２章に分けて解説する。
１章 H21～H28の過去問分析

（1） H21～H28の過去問一覧表
（2） 建築計画での分析
（3） 構造計画での分析
（4） 設備計画及び環境負荷低減での分析
（5） 項目別での参考解答例

２章 H29とH30の過去問解答
（1） H29解答例
（2） H30解答例
（3-1）R1（10/13西日本）解答例 （3-2）R1（12/8東日本）解答例

・研究会は、採点基準を図面６割、記述４割と推定している（詳細は「９章 製図試験の採点基準」を参照）。
・ただし、R1受験者聞取調査では、より図面採点が重視されており、図面７割、記述３割へ移行傾向あり。

Ｈ２１（貸事務所ビル） Ｈ２２（小都市に建つ美術館） Ｈ２３（介護老人保健施設） Ｈ２４（地域図書館）

（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）建築計画について、次の①～④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建築物の外部動線及び内部動線について、配慮したこと
①建築物のアプローチ計画について、その位置とした理由及び動線

計画において工夫したこと

①駐車場及び車寄せの計画について、その位置とした理由及び動線

計画において工夫したこと

①一般開架スペース、サービスカウンター、小ホール及びカフェにつ

いて、その位置とした理由及び動線計画において工夫したこと

②オープンスペース及び東側・南側住宅地について、配慮したこと
②常設展示室及び市民ギャラリーの計画について、その配置とした理

由及び動線計画において工夫したこと

②レクリエーションルームの計画について、その位置とした理由及び動

線計画において工夫したこと
②バリアフリーについて工夫したこと

③貸事務室の計画（収益性、快適性、フレキシビリティ等）について、配

慮したこと

③収蔵庫（搬出入経路等を含む。）の計画について、その配置とした理

由及び動線計画において工夫したこと

③診療室Ａ及びＢの計画について、その位置とした理由及び動線計画

（避難計画を含む。）において工夫したこと
③セキュリティについて工夫したこと

④屋外創作広場（アトリエ、公園及び遊歩道との関係含む。）の計画に

ついて、その配置とした理由及び動線計画において工夫したこと

（2）構造計画について、次の①及び②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。

（2）構造計画について、次の①及び②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。

（2）構造計画について、次の①及び②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。

（2）構造計画について、次の①及び②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、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採

用した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採

用した理由

②耐震計画について、配慮したこと ②市民ギャラリーを無柱空間とする構造計画について、工夫したこと ②スラブ及び小梁の架け方について、工夫したこと ②小ホールの構造計画について、工夫したこと

（3）設備計画について、次の①～④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。

（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。

（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。

（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建築物に採用した空調方式と採用した理由
①常設展示室、エントランスホール及び研修室に採用した空調方式と

採用した理由（下表の空調方式から選択し、その記号を記入する。）

①空調設備、給排水衛生設備及び電気設備における光熱費の削減の

ための「設備方式・手法」及び「その具体的な削減効果」について四つ

記述すること

①吹抜け部分における冬期の空調設備計画において、快適な温熱環

境を提供する観点から注意すべき点及びその対応策（空調の吹出口

の位置・形式、吸込口の設置等）

②設備スペース及び設備シャフトの配置計画について、配慮したこと

②収蔵庫に必要な環境条件を満たすための建築的手法（構造、内装

等）及び設備的手法（採用した空調方式と採用した理由等）につい

て、工夫したこと

②「受水槽及び給水ポンプ」及び「受変電設備」について、その設置場

所を記入し、維持管理又は機器からの騒音・振動防止の観点から工夫

したこと

②一般開架スペースにおける自然採光及び日射遮蔽について工夫し

たこと

③貸事務室の照明計画（照度、配置等）について、配慮したこと ③常設展示室の照明計画について、工夫したこと

③地震等の災害に対する設備計画について、「設備の損傷防止」、

「停電」及び「断水」のうちから二つ選択し、対応策を記述すること（停

電や断水は３日程度を想定する。）

③小ホールの空調機械室の位置と給気・還気ダクトのルート（ダクトス

ペース）について工夫したこと

④排煙計画について、配慮したこと

（4）建築物の環境負荷低減（熱負荷の抑制、省エネルギー等）

について、配慮したことを具体的に記述する。

表１　センター試験問題の年度別記述課題（Ｈ２１～Ｈ２８）



（２） 建築計画での分析

建築計画（H21～H28）は、毎年３～４問の出題がある。１問は、アプローチか動線の問題（黄色）であり、残りは色々と
なる（アプローチには配置計画も含む）。H22は、４問全てが、アプローチと動線の問題であった。セキュリティの問題
は、３問出題された（水色）。H25とH26は、２年連続で勾配屋根が出題された（橙色）。エントランスホールの問題も２
問出題された（緑色）。

表２　年度別の記述課題（建築計画）

Ｈ２１（貸事務所ビル） Ｈ２２（小都市に建つ美術館） Ｈ２３（介護老人保健施設） Ｈ２４（地域図書館）

（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）建築計画に つい て、次の ①～④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建築物の外部動線及び内部動線について、配慮したこと
①建築物のアプローチ計画について、その位置とした理由及び動線計

画において工夫したこと

①駐車場及び車寄せの計画について、その位置とした理由及び動線計

画において工夫したこと

①一般開架スペース、サービスカウンター、小ホール及びカフェについて、

その位置とした理由及び動線計画において工夫したこと

②オープンスペース及び東側・南側住宅地について、配慮したこと
②常設展示室及び市民ギャラリーの計画について、その配置とした理由

及び動線計画において工夫したこと

②レクリエーションルームの計画について、その位置とした理由及び動線

計画において工夫したこと
②バリアフリーについて工夫したこと

③貸事務室の計画（収益性、快適性、フレキシビリティ等）について、配慮

したこと

③収蔵庫（搬出入経路等を含む。）の計画について、その配置とした理

由及び動線計画において工夫したこと

③診療室Ａ及びＢの計画について、その位置とした理由及び動線計画

（避難計画を含む。）において工夫したこと
③セキュリティについて工夫したこと

④屋外創作広場（アトリエ、公園及び遊歩道との関係含む。）の計画につ

いて、その配置とした理由及び動線計画において工夫したこと

Ｈ２５（大学のセミナーハウス） Ｈ２６（温浴施設のある道の駅） Ｈ２７（市街地に 建つディサ ービス 付き高齢者向け集合住宅） Ｈ２８（子ども・子育て支援センター）

（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）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）建築計画に つい て、次の ①～④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）建築計画に つい て、次の ①及び②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研修部門の各室について、その位置とした理由及び動線計画におい

て工夫したこと
①ゾーニング計画について、工夫したこと

①居住者・利用者・スタッフ等のアプローチ及び駐車場、車寄せ等の配置

について考慮したこと

①小学校、公園等の周辺環境を踏まえた建築物の配置計画について考

慮したこと

②エントランスホールの計画について工夫したこと
②休憩・情報スペース、レストラン及び浴室の計画について、その位置とし

た理由及び動線計画において工夫したこと

②住宅部門のセキュリティ管理及び平面計画（３階）について考慮したこ

と

②「セキュリティ」及び「はきかえ（上足・下足）に配慮した動線計画」につ

いて考慮したこと

③勾配屋根の形状を生かした室内空間とするために工夫したこと ③勾配屋根の形状を活かした室内空間とするために工夫したこと
③ディサービス部門において、利用者・スタッフ等の動線及び要求室の配

置について考慮したこと

④エントランスホールの計画において、その位置とした理由及び吹抜けを

活かした空間構成について考慮したこと

Ｈ２５（大学のセミナーハウス） Ｈ２６（温浴施設のある道の駅） Ｈ２７（市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅） Ｈ２８（子ども・子育て支援センター）

（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）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）建築計画について、次の①～④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）建築計画について、次の①及び②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研修部門の各室について、その位置とした理由及び動線計画にお

いて工夫したこと
①ゾーニング計画について、工夫したこと

①居住者・利用者・スタッフ等のアプローチ及び駐車場、車寄せ等の

配置について考慮したこと

①小学校、公園等の周辺環境を踏まえた建築物の配置計画について

考慮したこと

②エントランスホールの計画について工夫したこと
②休憩・情報スペース、レストラン及び浴室の計画について、その位置

とした理由及び動線計画において工夫したこと

②住宅部門のセキュリティ管理及び平面計画（３階）について考慮した

こと

②「セキュリティ」及び「はきかえ（上足・下足）に配慮した動線計画」に

ついて考慮したこと

③勾配屋根の形状を生かした室内空間とするために工夫したこと ③勾配屋根の形状を活かした室内空間とするために工夫したこと
③ディサービス部門において、利用者・スタッフ等の動線及び要求室の

配置について考慮したこと

④エントランスホールの計画において、その位置とした理由及び吹抜

けを活かした空間構成について考慮したこと

（2）構造計画について、次の①及び②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。

（2）構造計画について、次の①及び②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。

（2）構造計画について、基礎免震構造を採用するに当たって、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。

（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、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由
①構造上の特徴及び構造計画上特に配慮したこと ①建築物に設定した目標耐震性能（地震力の程度と建築物の状態）

①プレイルームの上部（屋根又は床スラブ）構造の「部材の断面寸法」

並びに、「構造種別・架構形式」及び「スパン割り」について考慮したこ

と

②勾配屋根の構造計画について、配慮したこと ②勾配屋根の架構計画について、その特徴及び特に配慮したこと

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、上部構造の構

造種別、架構形式、スパン割り及び主要な部材の断面寸法について

考慮したこと

②プレイルームの天井について、天井等落下防止対策について考慮

したこと

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、免震層（免震材料の種

類と配置の考え方、外周部のクリアランス、エキスパンションジョイント等）につい

て考慮したこと

③「地盤条件（ＧＬ-10ｍ以深はＮ値＝40以上の洪積砂礫層であり、地下水位は

ＧＬ-2.0以深である。）」及び「経済性」を踏まえて、採用した基礎構造の形式（べ

た基礎、布基礎、独立基礎）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。

（3）設備計画について、次の①及び②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。

（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。

（3）建築物の環境負荷低減（熱負荷の抑制、省エネルギー効

果）について、次の①及び②の要点等を具体的に記述する。ま

た、要求図面では表せない部分についても記述する。なお、答

案用紙Ⅱに設けた補足図記入欄に①及び②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。

①アトリエにおいて、採用した空調方式、空調機の設置位置及び良好

な室内環境とするための吹出口・吸込口の計画について工夫すること

①浴室の給湯設備において、採用した熱源方式と採用した理由及び

熱源機器の設置場所について配慮したこと

①レストランの厨房の排気計画において、排気ファンの設置位置、その

位置とした理由及び排気ダクトのルートの考え方について考慮したこと

①環境負荷低減手法として、「太陽熱」、「地中熱」、「井水」のうちから

２つ選択し、これらの利用方法及びその省エネルギー効果について考

慮したこと

②建築物の省エネルギーにおいて、自然採光の促進、日射遮蔽及び

空調エネルギーの削減について工夫したこと

②「浴槽ろ過機」、「非常用発電機」及び「地域特産品売場の空調機」

について、その設置場所を記入し、維持管理及び機器の更新について

配慮したこと

②住宅部門の排水管の計画において、建築物の断面計画及びパイプ

シャフトの配置計画について考慮したこと
②「自然採光」及び「自然換気」について考慮したこと

③受変電設備、空調室外機及び浴室用の給湯・ろ過設備の設置位置

について工夫したこと

（4）建築物の特徴（勾配屋根、吹抜け等）に対応した環境負荷

低減について、配慮したことを具体的に記述する。なお、断面図

等において補足してもよい。

③計画した免震構造の建築物において、大地震等の自然災害が発生した際

に、当該建築物の機能が維持され、居住者が一定の期間継続して生活できる

ように、給排水衛生設備、電気設備等について考慮したこと



（３） 構造計画の分析

構造計画（H21～H28）は、毎年２～３問の出題がある。１問は、構造種別・架構形式・スパン割りの問題（黄色）であり、
残りは色々となる。H25とH26は、２年連続で勾配屋根が出題された（橙色）。なお、H28は、新しい形式として②天井
等落下防止対策と③地盤条件を踏まえた基礎構造は、事前に公表された課題の注意事項に関連する出題である。

（４）設備計画及び環境負荷低減の分析

設備計画及び環境負荷低減（H21～H28）は、毎年３～５問の出題がある。環境負荷低減は、項目としては、H21と
H26に出題されている。環境負荷低減（熱負荷の抑制、省エネルギー等）で見ると、H23、H24、H25に設備計画の中
で出題されている（紫色）。ただし、H28は、設備計画の出題が無く全問が県境負荷低減であった。８年間では６回の
頻度で出題されている重要問題である。設備計画は、建築計画や構造計画に比べると、比較的広範囲で出題されて
いる。その内容を詳細に分析すると、次のような項目に分かれる（環境負荷低減の問題を除く）。
①空調方式（薄い黄色） ②ダクトルート（濃い黄色） ③設備シャフト（薄い橙色） ④地震対策（濃い橙色）
⑤照明計画（緑色） ⑥設置場所（薄い水色） ⑦維持管理（濃い水色）

表４　年度別の記述課題（構造計画）

Ｈ２１（貸事務所ビル） Ｈ２２（小都市に建つ美術館） Ｈ２３（介護老人保健施設） Ｈ２４（地域図書館）

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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。

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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。

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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。

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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、架構形式及びスパン割とこれらを採用し

た理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割とこれらを採用し

た理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採用し

た理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採用し

た理由

②耐震計画について、配慮したこと ②市民ギャラリーを無柱空間とする構造計画について、工夫したこと ②スラブ及び小梁の架け方について、工夫したこと ②小ホールの構造計画について、工夫したこと

Ｈ２５（大学のセミナーハウス） Ｈ２６（温浴施設のある道の駅） Ｈ２７（市街地に 建つディサ ービス 付き高齢者向け集合住宅） Ｈ２８（子ども・子育て支援センター）

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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。

（2）構造計画に つい て、次の ①及び②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。

（2）構造計画に つい て、基礎免震構造を 採用するに 当たっ 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。

（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、架構形式及びスパン割とこれらを採用し

た理由
①構造上の特徴及び構造計画上特に配慮したこと ①建築物に設定した目標耐震性能（地震力の程度と建築物の状態）

①プレイルームの上部（屋根又は床スラブ）構造の「部材の断面寸法」並

びに、「構造種別・架構形式」及び「スパン割り」について考慮したこと

②勾配屋根の構造計画について、配慮したこと ②勾配屋根の架構計画について、その特徴及び特に配慮したこと

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、上部構造の構造

種別、架構形式、スパン割り及び主要な部材の断面寸法について考慮し

たこと

②プレイルームの天井について、天井等落下防止対策について考慮し

たこと

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、免震層（免震材

料の種類と配置の考え方、外周部のクリアランス、エキスパンションジョイン

ト等）について考慮したこと

③「地盤条件（ＧＬ-10ｍ以深はＮ値＝40以上の洪積砂礫層であり、地下

水位はＧＬ-2.0以深である。）」及び「経済性」を踏まえて、採用した基礎構

造の形式（べた基礎、布基礎、独立基礎）について考慮したこと

表４　年度別の記述課題（設備・環境負荷低減）

Ｈ２１（貸事務所ビル） Ｈ２２（小都市に建つ美術館） Ｈ２３（介護老人保健施設） Ｈ２４（地域図書館）

（3）設備計画に つい て、次の ①～④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。

（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。

（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。

（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建築物に採用した空調方式と採用した理由
①常設展示室、エントランスホール及び研修室に採用した空調方式と採用した理

由（下表の空調方式から選択し、その記号を記入する。）

①空調設備、給排水衛生設備及び電気設備における光熱費の削減のための

「設備方式・手法」及び「その具体的な削減効果」について四つ記述すること

①吹抜け部分における冬期の空調設備計画において、快適な温熱環境を提供

する観点から注意すべき点及びその対応策（空調の吹出口の位置・形式、吸込

口の設置等）

②設備スペース及び設備シャフトの配置計画について、配慮したこと
②収蔵庫に必要な環境条件を満たすための建築的手法（構造、内装等）及び

設備的手法（採用した空調方式と採用した理由等）について、工夫したこと

②「受水槽及び給水ポンプ」及び「受変電設備」について、その設置場所を記入

し、維持管理又は機器からの騒音・振動防止の観点から工夫したこと
②一般開架スペースにおける自然採光及び日射遮蔽について工夫したこと

③貸事務室の照明計画（照度、配置等）について、配慮したこと ③常設展示室の照明計画について、工夫したこと

③地震等の災害に対する設備計画について、「設備の損傷防止」、「停電」及び

「断水」のうちから二つ選択し、対応策を記述すること（停電や断水は３日程度を

想定する。）

③小ホールの空調機械室の位置と給気・還気ダクトのルート（ダクトスペース）に

ついて工夫したこと

④排煙計画について、配慮したこと

（4）建築物の 環境負荷低減（熱負荷の 抑制、省エ ネルギー等）に つい

て、配慮したこと を 具体的に 記述する。

Ｈ２５（大学のセミナーハウス） Ｈ２６（温浴施設のある道の駅） Ｈ２ ７ （ 市街地に 建つディサ ービス 付き 高齢者向け 集合住宅） Ｈ２８（子ども・子育て支援センター）

（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。

（3）設備計画に つい て、次の ①及び②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。

（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。

（3）建築物の 環境負荷低減（熱負荷の 抑制、省エ ネルギー効果）に つ

い て、次の ①及び②の 要点等を 具体的に 記述する。ま た、要求図面

で は 表せない 部分に つい ても 記述する。なお、答案用紙Ⅱに 設けた

補足図記入欄に ①及び②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 。

①アトリエにおいて、採用した空調方式、空調機の設置位置及び良好な室内環

境とするための吹出口・吸込口の計画について工夫すること

①浴室の給湯設備において、採用した熱源方式と採用した理由及び熱源機器

の設置場所について配慮したこと

①レストランの厨房の排気計画において、排気ファンの設置位置、その位置とし

た理由及び排気ダクトのルートの考え方について考慮したこと

①環境負荷低減手法として、「太陽熱」、「地中熱」、「井水」のうちから２つ選択

し、これらの利用方法及びその省エネルギー効果について考慮したこと

②建築物の省エネルギーにおいて、自然採光の促進、日射遮蔽及び空調エネ

ルギーの削減について工夫したこと

②「浴槽ろ過機」、「非常用発電機」及び「地域特産品売場の空調機」について、

その設置場所を記入し、維持管理及び機器の更新について配慮したこと

②住宅部門の排水管の計画において、建築物の断面計画及びパイプシャフト

の配置計画について考慮したこと
②「自然採光」及び「自然換気」について考慮したこと

③受変電設備、空調室外機及び浴室用の給湯・ろ過設備の設置位置について

工夫したこと

（4）建築物の 特徴（勾配屋根、吹抜け等）に 対応した環境負荷低減に

つい て、配慮したこと を 具体的に 記述する。なお、断面図等に おい て

補足しても よい 。

③計画した免震構造の建築物において、大地震等の自然災害が発生した際

に、当該建築物の機能が維持され、居住者が一定の期間継続して生活できるよ

うに、給排水衛生設備、電気設備等について考慮したこと



（５） 項目別での参考解答例

H21～H28の参考解答例は、（1）建築計画、（2）構造計画、（3）設備計画及び環境負荷低減に分けて、キーワードを
抽出して、その解答例を示した。
なお、この記述の解答例は、毎年の課題に対して、8/31頃を目標に予測課題と解答で公開する。つまり、毎年の異
なる課題に対して、解答例を示すので、その内容を丸暗記して試験に望めば、80％以上は解答できると推定してい
る。下記資料は、参考として、こんな感じと言うイメージを掴んで頂ければ良い。

なお、記述解答では、理由「なぜ」がないと減点されると推定している。書き方と指定は、「どのような理由から（根拠・
理由）、・・・とするために（目的）、・・・という計画（工夫）した。」という内容で取りまとめたい。審査員が分かる簡潔な
文章で、図と完全に一致して、自己能力をアピールできるような文面とすると高得点が取れるものと思われる。また、
字は、可能な限り綺麗（丁寧）に書いた方が印象度も良くなり、結果的に高得点に繋がると判断している。

1．建築計画 ●３～４問出題：１問はアプローチか動線の問題、残りはetc

（１）アプローチ

①アプローチ
利用者の主要なアプローチは、来館者が入館しやすい位置である南側駐車場の中央からとし、サービス用のアプローチは、動線が交差しないよう明確に区分するために西側の

幅員の狭い道路から入る計画とした。

②その他（キーワード）
①利用者と管理者の動線が交錯しない、②共用便所は管理シャッター区画して、③搬出入のしやすさに配慮して、④利便性と視認性に配慮して、⑤正面性に配慮して計画地の

中央に　など

（２）動線

①動線交差 利用者と管理者との動線が交差しないことで安全に利用できるようになるため、それぞれの動線を明確に分離するように計画した。

②最短距離
２階の温浴施設は、距離が短くなることで利用しやすい状況となるため、主出入口の近くにエレベーターと利用者用階段を設け、温浴施設の利用者動線ができる限り短くなるよう

に計画した。

③エントランスホールに面する １階の各諸室は、施設利用者が立ち寄りやすい動線となるようにするため、エントランスホールに面して視認しやすい位置に計画した。

（３）ゾーニング

①時間でのゾーニング
利用時間の違いに対応するには明確なゾーニングが必要であることから、終了時間の早いコミュニティ部門及び温浴部門は２階にまとめて計画し、終了時間の遅い物販部門及

びレストランは１階の主出入口に近い部分にまとめて計画した。

②利用でのゾーニング
利用者のゾーニングは、利用時間の相違に配慮することも重要であることから、休憩や買い物など比較的短時間の利用が想定される諸室を１階に配置し、エントランスを中心に明

快な平面計画とした。

（４）眺望

①眺望
立地条件の利点を利用者に感じてもらうことも建物を設計するうえで重要な要因であることから、主要な諸室は、美しい海岸線を見渡せるようにするため、南側に配置して全面を

Low-E複層ガラスによる開放感のある空間とした。

（５）エントランスホール

①形状
エントランスホールは、来館者が一番最初に入り、建物全体を感じる場所であることから、開放的で豊かな空間を感じられるようにするため、平面的な広さと共に吹抜け空間を設け

て立体的にも施設をイメージできるように計画した。

②情報発信
車を利用する来館者は、最新の気象情報や道路交通情報を得ることも目的に一つであることから、エントランスホールの見やすい場所に気象情報コーナーと交通情報コーナー

を設けた。

（６）勾配屋根

①勾配天井 勾配屋根は天井が高く開放的で変化のある空間を形成できるため、２階ホールや吹抜け部分は南北に下る勾配屋根の形状に合わせた勾配天井とした。

②トップライト トップライトは、通常時には自然換気をして暖気を逃がすなど空調負荷の軽減に寄与できるようにし、非常時には排煙口として活用できる計画とした。

（７）バリアフリー

②内部＝段差無し 建物内部においては、車いす利用者が各室に移動しやすいようにするため、極力段差がない計画とした。

②ユニバーサルデザイン サイン計画及び色彩計画は、誰でも分かり易いようにするため、ユニバーサルデザインを考慮して計画した。

（８）イベント広場

①イベント広場
イベント広場は象徴的な行事などが開催される場所であることから、利用者が分かりやすい敷地全体の中心部になる位置に計画し、広場の形状を極力整形として様々なイベント

に対応しやすいように計画した。

②その他（キーワード） ①景観の良い南側に向けて配置し、②テーブルやいすもゆとりのある空間となるように間隔を広くし、③雨天時の利用に屋根付の半屋外空間とし　など

（９）避難計画

①２方向避難 ２階からの避難は２つの階段を利用しての避難となることから、それぞれの階段をできるだけ離して計画し、各諸室からの歩行距離が短くなるように配慮した。

②浴室避難 浴室は、重複距離が20ｍ以下とする必要があることから、脱衣室から直接廊下に避難できる非常時開放扉を設ける計画とした。

③廊下見通し・誘導灯 利用者が分かりやすく安全に避難できるようにするため、廊下は見通しの良い直線上とし、見やすい場所に誘導灯を適切に配置する計画とした。

（10）セキュリティ

①サービスカウンター 入退館者の管理がしやすいように、サービスカウンターの位置は、出入口が見渡せる位置に計画した。

②管理用シャッター
24時間利用する共用便所は、施設の利用時間終了後に施設側の出入口の管理シャッターを下ろすことで、施設のセキュリティを確保しつつ共用便所を24時間利用できるように

した。



２．構造計画 ●２～３問出題：１問は構造種別・架構形式・スパン割で確定、残りはetc

【１問目＝確定】

構造種別 鉄筋コンクリート構造

構造種別は、公共性の高い建物であり、不特定多数の利用者に長く利用してもらえるように耐火性、耐久性に優れると共に、浴室を設けることから、防水性、防湿性が高い鉄筋コ

ンクリート造を採用した。

架構形式 純ラーメン架構

架構形式は、様々な面積の各諸室があり、更に広い間口を計画する諸室が多いことから、耐力壁付ラーメン架構に比較して計画の自由度が高い純ラーメン架構を採用した。

スパン割り ７ｍ×７ｍ、ＰＣ梁部分１４ｍ

スパン割りは、各諸室の必要面積を考慮して、柱１本当たりの負担面積が過大とならない50㎡以下で架構の安定性、経済性及び施工性を検討した結果、７ｍ×７ｍスパン割とし

た。

【２問目etc】

勾配屋根 勾配屋根は、主構造が鉄筋コンクリート造であることから、同一構造によるシンプルな構造体とするため、鉄筋コンクリート造とした。

各柱は、東部が長く、端部が短い柱となり偏心が起きやすい架構となることから、建物全体として偏心を抑制できるようにするため、勾配屋根の棟を建築物の中心として、平面的

な柱の剛性バランスがとれるように計画した。

スラブ及び小梁の架け方
スラブは、空気伝搬音や床衝撃遮断性能を確保するため厚さ200ｍｍとし、４辺を梁に固定することで、たわみやひび割れが生じにくいように配慮した。小梁の架け方は、スラブの

振動やたわみを小さくするため、スラブの短辺方向で長くても４ｍ以内になるように計画した。
浴室部分は、防水性を確保しつつ脱衣室と浴室との仕上げレベルをそろえバリアフリーとするため、洗い場がFL-200、浴槽がFL-600の段差スラブとなることから、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。

耐震 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、平面的にできる限り整形になるよう計画した。

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、この架構で耐震性を向上させるには短柱、短梁にならないように計画して靱性を高め地震時

の応力集中を避けることが重要であることから、雑壁に構造スリットを設けた。

基礎 地盤が良好であることから基礎形式は直接基礎を採用し、経済的に独立基礎より高くなるが、不同沈下が生じにくく接地圧を小さくできるので安全性が高いベタ基礎を採用した。

３．設備計画及び環境負荷低減 ●３～５問出題：環境負荷低減は設備計画の中での出題も含むと5/7と多い、設備計画の問題は広範囲にわたる

【空調】 基本⇒空冷ヒートポンプパッケージ方式＋全熱交換器　　　　大空間有⇒単一ダクト方式＋全熱交換器

空冷ヒートポンプパッケージ方式 各居室の空調方式は、用途が異なり冷暖房の運転時間や設定条件が異なることから、個別制御と省エネルギー性に優れた空冷ヒートポンプパッケージ方式を採用した。

空調室内機は、メンテナンスがしやすく経済的であることから、天井カセット型を基本として採用した。吹抜け空間は、居住空間の空調が快適に行えるように、１階天井裏に天井

埋込型の室内機を採用し、吹抜け空間の壁面からノズル吹出口により送風する空調システムとした。

換気
各居室の換気は、空調負荷の低減が図れる全熱交換器による換気方式とした。浴室の換気は、発生する湿気を館内に流出させないため、ホール、脱衣室、浴室へと空気が流れ

るように計画した。便所は、臭気対策から第３種換気とした。

単一ダクト方式
吹抜け大空間の空調方式は、天井が高く気積が大きい空間となるので、大空間でも安定した空調が行えるようにするため、単一ダクト方式を採用した。空調熱源には、ヒートポン

プ方式であることから効率が高い空冷ヒートポンプチラーを採用した。

【給湯】 循環型の中央給湯方式

温浴施設の給湯設備 温浴施設の給湯設備は、安定した給湯供給が求められるため、貯湯槽、浴槽ろ過機、給湯機などを設置した循環型の中央給湯方式を採用した。

【給水】 ポンプ直送方式＋水道直結直圧方式＋中水道システム

ポンプ直送方式 使用水量の多い浴室と共用便所は、安定した水圧、水量を供給するため、受水槽を設置してポンプ直送方式を採用した。万一の断水時には受水槽内の水を活用する。

水道直結直圧方式 それ以外については、ポンプ動力削減による省エネルギー性と万一の停電時でも給水が可能となることを考慮して、水道直結直圧方式を採用した。

中水道システム 便所の洗浄水は、水資源の有効利用を図るため、雨水と雑排水をろ過装置で再生する中水道システムとした。

【電気】

物販の照明＝ＬＥＤ
物販スペース（産直販売ホール等含む）の照明計画は、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が安くなるため、ＬＥＤ照明器具（天井高3.5ｍ程

度：ＬＥＤベースライト、天井高7ｍ程度：ＬＥＤダウンライト）を採用した。

便所の照明＝人感センサー
便所の照明は、24時間利用できる共用便所もあることから利用者が不在時に確実に消灯し節電を図るため、人感センサー付きのＨｆ蛍光灯を設置した。なお、便所の照度は、

200ℓｘ程度を目安に計画した。

窓際の照明＝照度センサー
各室の窓際の照明は、窓付近が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明の照度を下げることで電力消費量を抑えることができるため、照度センサー組込み型の照

明機器を採用した。

【設備機械室】

設備機械室の設置場所
設備機械室は、機器の搬出入やメンテナンスのしやすさを考慮して１階とし、浴室ろ過循環の配管を短くすることで配管からの熱ロスとポンプ動力を抑えることができることから、

浴室の直下に計画した。

屋外設備の設置場所
屋外東側には、管理のしやすさから、受水槽60ｔ（3×6×H4）下部ポンプ設置、キュービクル（2×5×H2.5）、空冷ヒートポンプチラー（2×2×H3）をまとめて設置し、周囲にメン

テナンススペースを確保した。

【ＥＰＳ・ＰＳ】

シャフトの配置計画 ＰＳは、極力横引き配管を少なくすることで合理的な配管計画とした。ＥＰＳは、１階、２階同位置とし、常に点検できるように管理側の廊下に面して計画した。

【防災】

天井の脱落防止
東日本大震災では地震の影響で天井が脱落し人災となったことから、脱落防止として天井の重量を20ｋｇ/㎡以下とし、吊り材を１㎡に１本以上を釣合い良く配置して、天井材が

外れないように耐震クリップで部材を緊結するなどの対策をとった。

設備の停電対応（３日間程度）
非常時のみ活用する自家発電設備は機器の有効利用と急な運転での正常性に課題があることから、本計画では、通常設備としてコージェネレーションシステムを採用し、非常

時には自家発電設備としての機能と排熱回収による給湯熱源として活用できる計画とした。

設備の損傷防止 地震による設備機器の破損や運転不可能となる状況を避けるため、設備機器は防振架台の上に設置し、接続する配管はフレキシブル継手を採用した。

【環境】 CASBEEの評価項目を考慮し、太陽光発電、Low-E複層ガラス、LED照明及び節水型器具、雨水・雑排水再利用（中水道システム）を採用した。

太陽光発電パネル
原子力発電が活用し難い国内情勢に鑑み、昼間の電力需要ピークカットは社会的使命を持つ課題であるので、それに少しでも寄与できるようにするため、南側屋根には太陽光

発電パネルを設置した。

Low-E複層ガラス 窓ガラスからの熱損失や日射熱取得は最も大きな空調負荷の一つであることから、この点を解決できるLow-E複層ガラスを採用した。

ＬＥＤ　⇒【電気】とかぶる
長時間使用する照明設備は、電気使用量も多いことから、Ｈｆ型蛍光灯に比較して高価となるが、電気使用量の削減と機器の長寿命化からランニングコストが安くなるＬＥＤ照明

機器を採用した。

節水型衛生器具 便器などの衛生器具は、使用水量を極力少なくすることと水資源の有効活用を図り、また供給するポンプ動力の低減が図れることから、節水型衛生器具を採用した。

中水道システム
中水道システムの採用は、水資源の有効活用に有効な手段である。従って、ベタ基礎のピットを活用し、雨水槽、雑排水槽および中水槽を設けて、中水を便所洗浄水として活用

する計画とした。

外断熱
屋根、外壁及び最下階の躯体で一般的に採用されている内断熱は、壁と床スラブとの接合部でヒートブリッジが発生し、空調負荷の増加や結露の発生などがある。従って、その

ヒートブリッジ部分である冷熱橋を防止するため、外断熱工法を採用した。

自然採光の促進
２階ホール屋根面には、自然採光を積極的に取入れ照明電力の使用量の低減を図ることができることから、トップライトを設ける計画とした。なお、トップライトは、開閉機能を持ち、

通常時は換気口として、火災時の緊急時には排煙口として活用できる計画とした。

日射遮蔽
太陽高度が低い日射の影響を受ける西側の窓には、日射負荷の低減を図るため、垂直ルーバーを設置した。また、太陽高度が高い日射の影響を受ける南側の窓には水平ルー

バーを設置した。

屋上緑化 熱負荷抑制策として屋上部分には、建物への日射熱の流入防止と水分の蒸発潜熱による冷却効果を図るため、屋上緑化を計画した。

ルーバー 西側の窓の外には、日射を抑制することで空調電力を削減するため、縦ルーバーを設けた。

設備機器対策 設備機器は、節水型の衛生器具や高効率のHｆ蛍光ランプ及び高効率でCO2排出量の少ないヒートポンプを採用し、環境負荷低減に配慮した。

サイドライト
吹抜け空間となるエントランスホールの上部には、自然採光や自然通風を積極的に取入れることで、照明電力や空調電力の使用量の低減を図ることができることから、サイドライト

屋根を設けた。

トップライト
吹抜け空間となるエントランスホールの上部には、自然採光や自然通風を積極的に取入れることで、照明電力や空調電力の使用量の低減を図ることができることから、開閉可能

なトップライトを設けた。

庇とバルコニー 南面には、夏季の日射抑制と冬季の日射を取り込みのため、２ｍの庇とバルコニーを設けた。

窓の二面開放 天井高６ｍとなる遊戯室の南北二面の窓上部には、自然通風を促進するために開口部を設けて、空調負荷を抑制し消費電力の削減を図った。



（1）　H29解答例

２章 H29～R1の過去問解答
・H29～R1は、H21～H28までの計画・構造・設備等の項目分けではなく、10問程度の出題へ変更となった。
・その内容も、単純に計画、構造、設備等ではなく、過去問から異なる予測し難い内容へ移行しつつある。
・特に、補足図記入欄が含まれるようになり、記述と共に補足図と記述での説明を要するようになった。
・ここでは、本試験問題H29～R1の解答例を示すので、参考にして頂きたい。

建築計画、構造計画及び設備計画について、次の（1）～（7）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） 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、太陽熱温水器の利用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。

・１階エントランスホールに２階との吹抜け空間を計画し、その上部となる勾配屋根にトップライトを設けて

　自然採光を取り入れ、２階北側窓は、北側自然採光と開閉による自然換気ができるように計画した。

・南側の２階バルコニーは、奥行き２ｍとして、南側１階窓での夏季の日射遮蔽効果を高めた。

　また、南側地下１階窓の上部梁部には、1.5ｍの水平ルーバーを設置して、同様に日射遮蔽効果を高めた。

・南側吹抜けの１階窓部には、昇降式ブラインドを設けて、夏季の日射遮蔽効果を高めた。

【補足図記入欄①】

（2） 客室Ｂ（車椅子使用者用客室）の室内計画において、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）

　　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。

・客室Ｂ内の通路は、車椅子の移動を考慮して、幅１ｍを確保した。

・ベッドは、使い勝手を考慮して、移動しやすいものを採用した。また、ベッドの前面部は、1.5ｍの回転スペース

　を確保して、車椅子の方向転換等スムーズに対応できるようにした。

・浴室、洗面所、便所は、２ｍ×３ｍとして、中心部に1.5ｍの車椅子回転スペースを確保した。

【補足図記入欄②】

【注意点】

ここの補足図は、「イラストやシステム図
等により補足してもよい。」という出題文と

なっているので、補足しなくても良いとも

取れるが、この補足図はないと大減点

（研究会として４点満点）と推定する。

記述で書いた文章は、全てについて補
足図を書くべきと推定する。どれか１つだ
けとした場合、減点の対象になると推定
する。

幅１ｍ

1.5ｍ
スペース

【注意点】

ここの補足図は、「イラストやシステム図
等により補足してもよい。」という出題文と

なっているので、補足しなくても良いとも

取れるが、この補足図はないと大減点

（研究会として４点満点）と推定する。

記述で書いた文章は、全てについて補
足図を書くべきと推定する。どれか１つだ
けとした場合、減点の対象になると推定
する。



（3） コンセプトルームについて、設計条件や特記事項を踏まえ、既存の観光資源等を任意に想定し、

　　「使用目的とその効果」及び「設い（内装、什器、設備機器等）」について提案すること

・本計画地は、歴史的焼きものの町であり、コンセプトルームは、その焼きものが

　体験できるように陶芸窯室を計画した。壺などの焼きものを粘土からろくろにより

　形作り、電気炉で焼くことで、歴史ある焼きものの町を感じられるようにした。

・陶芸窯室には、焼きものの歴史が学べる資料室や作品が見れる収納コーナーを

　設けた。また、設いとしては、ろくろ、電気炉、屋外に手洗を計画した。

　なお、屋外でも体験できるよう屋外作業エリアを隣接し、ガス窯を併設した。

（4） 建築物全体の「構造種別・架構形式」、「スパン割り」及び「主要な部材の断面寸法」について、

　　特に考慮したこと

・構造種別は、耐火性、耐久性、遮音性等を考慮して鉄筋コンクリート造とした。

・架構形式は、自由な平面計画ができるラーメン架構（一部耐力壁あり）とした。

・スパン割りは、柱１本当たりの負担面積に無理のない8ｍ×8ｍとした。

大梁 500×800 柱 800×800

小梁 300×600 地下外壁 200（土接触部300）

（5） 地盤条件（軟弱な地盤及び良好な地盤）及び敷地の形状（斜面地及び平坦部）を踏まえて計画した

　　基礎構造について、「採用した基礎構造の形式」、「基礎底面のレベル」、「基礎梁の寸法」等について

　　特に考慮したこと

・基礎構造の形式は、不同沈下に安全性の高いベタ基礎を採用した。

・基礎底面のレベルは、値入深さを考慮してＧＬ-２ｍとし、南側１スパンは、

　掘削土量の削減を図るため、軟弱土層を強固な土層に地盤改良した。

・基礎梁の寸法は、800×2,000ｍｍ（底盤部含む）とした。

（6） 斜面地における地下１階の構造躯体の計画に当たり、土圧・水圧対策等について特に考慮したこと

・地下１階の土に接する外壁は、土圧対策として耐力壁にした。

・更に、その耐力壁の内側に空間を設けた二重壁として、水圧等により地下水

　が外壁を貫通した場合は、その地下水を二重壁下部から排水することで、

　室内に漏水しないように配慮した。

（7） 各階の居室に外気を送風するためのダクトルートの計画において、空調機械室及びダクトスペースの

　　配置について特に考慮したこと

・空調機械室は、給気の取り入れ、機器の搬出入の容易性、遮音対策等から

　配置的に有利となる１階北東部に計画した。

・ダクトスペースは、最短縦動線となるように地下１階から２階まで同位置とし、

　給排気ダクトが計画しやすいように東西２ヵ所とした。

空調機械室の配置
ダクトスペースの配置

使用目的とその効果

設い
（内装、什器、設備機器等）

構造種別
架構形式
スパン割り

主要な部材の
断面寸法（ｍｍ）

基礎構造の形式
基礎底面のレベル
基礎梁の寸法等

土圧・水圧対策等



（２）　H30解答例

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計画についても記述する。

また、（1）～（4）の【補足図記入欄】に、当該事項に対する考え方等をイラスト、システム図等により補足してもよい。

（1）温水プール室の計画（平面配置、設置階等）を踏まえ、温水プール室における自然採光の確保と

　　空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の位置、平面計画、断面計画、

　　等について工夫したこと（２つ）

・温水プール室は、２階南側に配置して、南側の

　窓２層分から採光を取り入れる計画とした。

・窓には、Low-E複層ガラスを採用し、外側に

　水平ルーバーを設けて空調負荷の抑制を図った。

・天井面には、８箇所の開閉式トップライトを計画し、

　プール室全体に自然採光が入るようにした。

・夏期・中間期には、トップライトを開閉することで、

　自然通風を促進させて空調負荷の抑制を図った。

（2）エントランスホール及び１階から３階までの吹抜け並びにそれらの周囲の空間における自然採光の

　　確保と空調用エネルギーの抑制を実現するために、ガラス面及び開口部の位置、平面計画、

　　断面計画等について工夫したこと（２つ）

・１階から３階までの吹抜けは、エントランスホール

　の北側出入口に計画し、北側全面を窓として、

　日射負荷が小さくの安定した天空光を取り込む

　計画として空調負荷の抑制を図った。

・３層吹抜け上部及び３階ホールには、開閉式

　トップライトを計画し、自然採光を確保すると共に

　吹抜け部の気圧差による自然換気を図り、中間

　期等の空調用エネルギーの抑制を図った。

（3）利用者の靴の履き替え等を考慮した、各部門のゾーニング及び動線計画について特に考慮したこと

　付近には、履き替えラインと下足棚を設けて移動距離

　が短く、１箇所でスムーズな履き替え可能な計画とした。

1

2

1

2

・下足ゾーンは、管理・共用部門とコンセプトルームとし、

　上足ゾーンは、健康増進部門と２階及び３階として、

　靴の履き替え等で明確となるゾーニング計画とした。

・駐車場からの動線となるエントランスホール北側出入口

・南北及び西側に計画した出入口からは、各出入口に

　下足で通り抜けができるように、エントランスホールを

　下足で通れる利用しやすい動線計画とした。



（4）本建築物と隣地のカルチャーセンター等とを一体的に使用できるようにするために特に考慮したこと

・本建物の出入口を北側及び西側中央部に設けること

・世代間交流ラウンジ及び健康増進展示のコンセプト

　ルームを西側出入口近くに計画することで、他施設の

　利用者が気軽にアクセスできるように計画した。

・カフェは、北側・西側出入口から、更に南公園を利用

　する人々も活用できるように南側出入口から下足の

　ままで、利用できる動線計画として、隣地施設等との

　一体的利用を促進する計画とした。

　で、カルチャーセンター等との一体的利用を図った。

構造種別

架構形式

スパン割り

　上部の床又は屋根

　の構造・材料

大スパンの大梁 500×1000

大スパンの大梁に直交する小梁 300×600

大スパンの大梁を支持する柱 750×750

（6）多目的スポーツ室から発生する振動及び騒音に対して、上下階及び隣接する室への

　　影響を抑制するために、特に考慮したこと

（7）地盤条件や経済性を踏まえた、支持層の考え方、採用した基礎構造とその基礎底面の

　　レベルについて特に考慮したこと

（8）コンセプトルームについて、設計条件、特記事項を勘案し、「使用方法」及び「設い」を提案すること

（9）防火区画（面積区画・竪穴区画）をどのように区画形成したかについて、具体的に記述すること

（5）温水プール室の構造計画（上部の床又は屋根の構造等）について特に考慮したこと

・構造種別は、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造とした。

・架構形式は、設計自由度が高く各要求室に対応しやすい点から純ラーメン架構とした。

・スパン割りは、単位構造グリッドが経済的な50㎡以下となる7×7ｍ、7×6ｍスパンとした。

屋根は、14ｍの大スパンに対応するため、プレストレスＰＣ梁とした。

上部の床又は屋根
の部材の断面寸法

（ｍｍ）

・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。

・下階への振動及び騒音への対策は、床材の仕様を遮音フローリングとすることで対応した。

・隣接する室への騒音等の影響を抑制するため、扉の仕様は、防音扉とした。

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

・ベタ基礎の根入れは、経済性と支持層ＧＬ-1.8ｍを考慮して、ＧＬ-2.0ｍ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。

・ベタ基礎は、ピット内を設備配管及び雨水貯留槽に活用することを考慮すると、総合コストの低減が図れる。

使用方法
・半室スペースは、地域住民の世代間での交流ができるように交流ラウンジを計画した。

・半室スペースは、健康増進に関する様々な情報を得られる情報展示コーナーとした。

・階段及びエレベーターは、竪穴区画となることから、その開口部を特定防火設備とした。

・３層吹抜け空間は、竪穴区画となることから、２階・３階の開口部には特定防火シャッターを計画した。

・大空間の２階温水プール室を見る３階見学窓は、面積区画となることから、特定防火シャッターを計画した。

設い
・交流ラウンジには、リラックスして交流ができるように、ソファーとテーブルを設置した。

・情報展示コーナーには、健康増進に関する展示ケースと大型モニターを設置した。



（3-1）　R1（10/13西日本）解答例





（3-2）　R1（12/8東日本）解答例




