
令和４年度の課題 「事務所ビル」 2022年9月19日：建築資格研究会

表１　建築計画（1）

NO 予測問題 解答例 補足説明

1

事務所部門のアプ
ローチ計画につい
て考慮したこと

（予測課題１解答）

・事務所部門のアプローチは、南側道路からエントランスホール
　案内カウンターの前を通る計画とした。
・北側公園へのアプローチは、建物北側に専用の出入口を計画
　して、動線距離を短くなるように計画した。
・南側および北側からのアプローチでは、セキュリティに配慮して、
　両方にセキュリティゲートを計画した。

2

 ゾーニング計画に
ついて考慮したこと

（予測課題２解答）

・１階は、テナント部門を東側、貸事務所部門を中央西側に計画
 することで、明確なゾーニング分けとした。

・テナント事務系は、利用者の利便性に配慮して貸事務室Ｂ、
 貸会議室Ｂ、コワーキングルームを２階とした。

・設備は、メンテナンスおよび機器の更新に配慮して、
 北側にまとめて計画した。

3

貸事務所部門のセ
キュリティ計画につ
いて考慮したこと

（予測課題２解答）

・貸事務所部門のエレベーターは、１階と２階にセキュリティゲート
 を計画し、セキュリティを確保した。

・北側の貸事務室Ａの利用する階段は、カードキーでの開閉とする
 ことにより、セキュリティを確保した。

・１階と２階の階段は、貸事務所部門とのセキュリティ等を優先して、
 テナント部門の専用階段を２ヶ所計画した。

3

貸事務所部門のコ
ワーキングルームに
ついて考慮したこと

（予測課題２解答）

・コワーキングルームは、利用しやすいよう上にコワーキング
　スペース、中に個室ブース、下に個室を計画した。

・受付は、コワーキングルームの出入口の近傍に計画し、利用者の
　受付と管理ができるように計画した。

・机の配置は、ウィルス対策を考慮して、対面にならないようにして、
　内部の通路幅も３ｍ以上を確保した。

R４計画の要点等まとめは丸暗記して下さい

計画の要点等は、「建築計画、構造計画及び設備計画等について、次の（1）～（9）の要点等を具体的に記述する」で出題される。

ここでは、見やすいように建築計画、構造計画、設備計画、環境負荷の４項目に分けて取りまとめている。

本内容は、試験で「80％以上的中」することを目標にし、過去６年間では目標を達成していることから、丸暗記してご利用ください。
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本内容は会員講座で公開



表１　建築計画（2）

NO 予測問題 解答例 補足説明

5

高さ制限（道路斜線
等）の計画について
考慮したこと

（予測課題３解答）

・高さ制限は、３面道路（２以上の前面道路がある場合）の緩和も
　含めて、道路斜線に適合するように計画した。

・道路斜線にかかる高さ制限の位置は、最も広い道路幅が
　適用となるような敷地内での計画とした。

・東側４ｍの道路斜線は、最小後退距離を3.6ｍとして、
　（3.6＋12＋3.6）×1.5＝28.8ｍが適合する高さとした。

6

【提案型記述】

基準階の事務室に
ついて、各自が自
由に設計した内容
で考慮したこと

（予測課題３解答）

・事務室は、42ｍ×14ｍの大空間とし、
　その中央部に３ゾーンとした
　ワークエリア（54席）を計画した。

・ワークエリアの東に会議室、西に個室
　エリアとミーティングエリアを計画し、
　業務が利用しやすい配置とした。

・コピー機、収納棚は、ワークエリアの
　周囲に配置して、作業効率が向上
　するように計画した。

7

【提案型記述】

子育て支援施設に
ついて、各自が自
由に設計した内容
で考慮したこと

（予測課題３解答）

・施設内の計画は、北に子供プレイスペース、東にボルダリング、
　南に子供芸術設置コーナーを計画した。

・入口近郊にテーブルと椅子を設けて、子育て支援施設全体が
　見渡せるようにし、子供達を見守れるようにした。

・ボルダリングの床はソフトマット、周囲の内壁は木質材料とし、
　安全性の確保と憩いの環境を感じる空間とした。

8

子育て支援施設の
防火区画について
考慮したこと

（予測課題３図）

・子育て支援施設は、２階が開口部の
　ある２層吹抜け空間であることから、
　竪穴区画への対応が必要となる。

・２階の開口部は、竪穴区画 （面積
　区画を含む）への対応として、
　特定防火設備のシャッターを
　計画した。

・１階の扉は、２階がはめ殺しの
　特ガラスではなく特シャッター
　であることから、防火設備の
　扉とした。

9
バリアフリーについ
て考慮したこと

10
基準階の避難計画
について考慮したこ
と

11
事務室の有効率
（レンタブル比）に
ついて考慮したこと

12
排煙設備について
考慮したこと

・各階の利用者ゾーンには、車椅子利用者が利用できるように、多機能便所を設けた。
　また、多機能便所は、車椅子が回転できるように心々２ｍ×２ｍのスペースを確保し、引戸とした。
・利用者用出入口は、１ＦＬがＧＬより100ｍｍ高いので、それぞれに1/20以下となるスロープを設けた。
・屋上庭園への出入口部は、車椅子利用者もスムーズに移動できるようにウッドデッキを設けて段差が生じないようにした。

・事務室は、奥行き14ｍであり、在室する多数の方がスムーズに避難が可能なように事務室入口の扉を分かりやすい位置とした。
・事務室からの避難における歩行距離および重複距離を短くするため、２つの階段は、可能な限り東西の端に計画した。
・避難階段までの廊下は、見通しのよい直線での計画とし、片側居室は1.2ｍ以上、両側居室は1.6ｍ以上の廊下幅を確保した。

・事務室の有効率（レンタブル比）は、収益性が高くなるように70％以上で計画した。
・有効率の計算式は、「（基準階の賃貸部分の床面積/基準階の床面積）×100」であり、％表示である。
・共用部は、２方向避難を考慮して両端に階段を配置し、全体をコンパクトに計画することで、有効率を高める計画とした。

・居室等の排煙計画が必要な場所は、それぞれで床面積1/50以上の排煙上有効な開口部を確保した自然排煙での計画とした。
・排煙上有効な開口部が確保できない場所は、機械排煙設備による排煙計画とした。
・機械排煙設備での計画では、屋上に排煙機を設置して各階に排煙用ＤＳを計画した。
※階数が３階以上で延べ面積500㎡を超える建築物は排煙計画必要（自然排煙・機械排煙のどちらか、または兼用可能）

道路斜線の計算

最小後退距離3.6ｍ

１層扉は防あり

２層窓は特ＳＳ

本内容は会員講座で公開



表２　構造計画（1）

NO 予測問題 解答例 補足説明

1

建築物に採用した
構造種別・架構形
式・スパン割りと主
要な部材の断面寸
法

（予測課題１解答）

（1）構造種別：鉄筋コンクリート造
・不特定多数が利用する建物であることから、耐火性、耐久性、
　耐震性、遮音性に優れた鉄筋コンクリート造とした。

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

（3）スパン割り：Ｘ方向Ｙ方向が７ｍ×７ｍ、７ｍ×６ｍのスパン
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。
・一部の無柱空間は、７ｍ×７ｍグリッドスパンにおける
　14ｍのＰＣ梁として計画した。

（4）主要な部材の断面寸法（ｍｍ）
大梁：500×800
ＰＣ梁：500×1000
小梁：300×600
柱：750×750　（ＰＣ受け柱は鉄筋量増加：750×750）
壁：200　（地下の土接触部の外壁：300）
床：200　（ピット底盤：500、免震構造ピット底盤：1500）

2

免震材料の種類、
外周部クリアラン
ス、エキスパンショ
ンジョイントについ
て考慮したこと
（予測課題２解答）

（1）採用した免震材料の種類
免震材料の種類は、施工性、
イニシャルコストに有利な
鉛プラグ入り積層ゴム支承を
採用した。

（2）外周部のクリアランス
外周部のクリアランスは、
想定最大変位を40ｃｍとし、
柱型外部と基礎立上り部の
クリアランスを50ｃｍとした。

（3）エキスパンションジョイント
エキスパンションジョイントは、
外周中心から1.5ｍの所にせり
 出しエキスパンションジョイント
 を設けた。

3

基礎構造及び既存
撤去地盤について
考慮したこと

（予測課題３解答）

（1）基礎構造
・基礎は、不同沈下が生じにくく、接地圧を小さく
 できるベタ基礎を採用した。
・ベタ基礎部分は、屋内消火栓用の貯留槽や
 設備配管として利用できる設備ピットとした。

（2）既存撤去地盤について考慮したこと
・Ｎ値５程度の埋戻し土部分は、この部分のみ
 をＮ値30程度の強固な地盤に改良した。
・地盤改良は、セメント系とし、経済性に配慮して
 軟弱地盤部分のみを地盤改良するものとした。

※地盤の寸法は課題条件により異なる。

4

貸事務室Ａの梁に
ついて考慮したこと

（予測課題２解答）

・長スパン12ｍの無柱への対応として、鉄筋コンクリート造
　プレストレストコンクリート梁（ＰＣ梁）を採用した。

・ＰＣ梁は、長スパンに対するたわみやひび割れを抑制するため、
　500ｍｍ×1000ｍｍの断面寸法とした。

・ＰＣ梁を受ける柱は、他の柱と同様に750ｍｍ角としたが、
　鉄筋量を増加させて安全に支持できるようにした。
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（鉄筋量増加）

本内容は会員講座で公開



表２　構造計画（2）

NO 予測問題 解答例 補足説明

5

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

（予測課題１解答）

・スラブ段差は、３階床から200ｍｍの
　段差とし、ウッドデッキによる３階床
　との段差が生じない計画とした。

・防水対策は、屋上庭園の段差スラブ
　の上に、耐久性の高いアスファルト
　防水を計画した。

・植樹対策は、押さえコンクリートの
　上に耐根層を設け、スラブへの
　加重軽減から人工軽量土壌を
　採用した。

6

市民文化センター
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

（予測課題１解答）

・吊り材は１㎡当たり１本以上を釣合い
　良く配置してＶ字型ブレースを設置、
　接合金物はネジ止めで固定した。

・天井端部の壁とのクリアランスは、
　地震時の接触崩落を防止するため、
　６ｃｍ以上を確保した。

・天井面の構成部材等の単位面積
　質量は、軽量化を図るため、
　20ｋｇ/㎡以下とした。

7

本建物の地震にお
ける耐震安全性の
目標値を示し、耐
震計画について考
慮したこと

（1）耐震安全性の目標値
耐震安全性の目標値：構造体の分類Ⅱ類（重要度係数1.25）

（2）耐震計画
・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類とした。
・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。
・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。

過去に出題があったので一例としてまとめました、一読下さい。
地震時の耐震安全性の目標値では、構造体としてⅠ類（構造
体補修無し）、Ⅱ類（構造体大きな補修無し）、Ⅲ類（構造体部
分的な補修有り）があり、本建物は不特定多数が利用する等か
らⅡ類が妥当である。
重要度係数とは、建物の設計時に地震力を割増す係数のこと
であり、Ⅰ類（1.5）、Ⅱ類（1.25）、Ⅲ類（1.0）である。
耐震計画は、平面計画として整形、つまり長方形に近い形状と
することが局所的な変形防止となり耐震性が高まる。
それ以外の要因としては、柱等が短柱とならないよう雑壁に構
造スリットを設けることが有効である。

天井等落下防止対策

屋上庭園

スラブ段差

本内容は会員講座で公開



表３　設備計画

NO 予測問題 解答例 補足説明

1

３層吹抜けの空調
方式について考慮
したこと

（予測課題１解答）

・３層吹抜け部の空調は、１階の居住空間のみの空調で
　良いので、１階天井裏からノズル吹出しで計画した。
・空調方式は、空冷ヒートポンプビルマルチ方式として、
　１階天井裏に天井隠蔽型室内機を設置して、そこから
　吹抜け空間に面する壁面のノズル吹出し口までダクトで
　接続した。なお、空調室外機は、屋上に設置した。

2

貸事務室Ａの空調
方式について考慮
したこと

（予測課題２解答）

・貸事務室Ａは３分割に対応するため、個別空調が可能な
　マルチ型空冷式ヒートポンプエアコンを採用した。

・室内空調機は、天井高さ2.7ｍなので経済的でメンテナンス等
　に優れている天井カセット型を採用した。

・給気は、屋上に設置している外気処理空調機からＤＳを通り、
　ダクトにより各階の貸事務室Ａに供給した。

3

貸事務室Ａの照明
計画について考慮
したこと
（予測課題２解答）

・照明計画は、執務空間が均一になるように、天井埋込型の
　ライン照明を２ｍ間隔で計画した。

・机上面における照度は、750ℓxを確保できるように計画した。

・照明器具は、省エネルギー性、メンテナンス性に優れている
　ＬＥＤ仕様を採用した。

4
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
・給水方式は、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。

・受水槽は、室内の受水槽室に設置し、メンテナンス
 のため周囲・下部0.6ｍ、上部1ｍの離隔を確保した。

・本計画では、万一の断水時に受水槽内の水を活用
 できるようにした。

【中水道システムを採用する場合】
節水対策から、本計画では、雨水（井水含む）による
 中水道システムを採用した。
雨水（井水含む）は、ベタ基礎のピット内に溜めて
 利用することとした。
雨水（井水含む）は、ろ過後、便所の洗浄水に再利用
 する計画とした。
※中水道システム採用時は中水道設備室が必要

5

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

（予測課題２解答）

（1）受水槽の寸法
縦４ｍ×横３ｍ×高さ２ｍ

（2）メンテナンスの観点から考慮したこと
・受水槽の６面点検をスムーズに行うため周囲４面と
　下部60ｃｍ以上、上部1ｍ以上のスペースを確保した。
・受水槽の清掃等を行う場合であっても、断水しないで
　給水できるように、受水槽を２分割仕様とした。
・受水槽及び給水ポンプの交換およびメンテナンスへ
　対応するため、両開きの屋外扉を計画した。

ｋ

6

設備シャフトの計画
について考慮したこ
と

（予測課題３解答）

・屋上の太陽光発電システムや非常用自家発電設備等へ
 電気供給するためのEPSは各階同位置で計画した。

・給排水設備計画のPSは、横引配管が長くならないように
 ２スパン以内とし、各階同位置で計画した。

・自然排煙に対応できない居室は、機械排煙としたため
 屋上排煙機からの排煙ＤＳを各階同位置に計画した。

7

地震等の災害の設
備計画について、
設備の損傷防止及
び停電への対応策
を記述する

（予測課題３解答）

（1）設備の損傷防止
・地震時に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た。
・屋上に設置する設備機器は、コンクリートスラブから架台を設けて防振架台をアンカーボルトで固定した。
・接続する配管には、フレキシブル継手を採用した。

（2）停電への対応策
・停電対応は、屋内消火栓の電源である非常用自家発電設備を活用する計画とした。
・非常用自家発電設備の燃料は、重油とし、３日間程度に対応できる量を備蓄した。
・屋上に太陽光発電設備があることから、初期段階の非常用電源として蓄電池の電源も利用する計画とした。

居住域

天井埋込型ライン照明

（２ｍ間隔で計画）

照度は750ℓｘを確保

貸事務室は３分割

個別空調が可能な

マルチ型空調採用

基準階平面図

基準階平面図

ポンプ

受水槽

（２分割）

周囲離隔60ｃｍ以上（作図は１ｍ）

７ｍ

６ｍ

受水槽：４ｍ×３ｍ×高さ２ｍ

受水槽
（２ｍ）

４ｍ

階高

１階床

２階床（スラブ厚さ0.2ｍ）

上部１ｍ以上（図は1.2ｍ）

下部0.6ｍ以上（図は0.6ｍ）
（下部１ｍは階高４ｍなら納まらない）

ＥＰＳ・ＰＳ・排煙ＤＳは各階同位置

本内容は会員講座で公開



表４　環境負荷

NO 予測問題 解答例 補足説明

1

建築計画の環境負
荷低減（省エネル
ギー等）について考
慮したこと（３つ）

（予測課題１解答）

（1）吹抜け空間の開閉式トップライト
・吹抜け部には、自然採光を多く取り込むため、2ｍ×3ｍの
　トップライトを4ヶ所計画した。
・トップライトは開閉式とし、重力換気による熱排出及び
　自然通風を促進し、空調負荷の抑制を図った。

（2）南側窓の日射抑制として２ｍ庇と屋外型の水平ルーバー
・南側窓からの日射抑制のために、各階に２ｍの庇を計画した。
・南側の窓には、屋外型の水平ルーバーを設置して、窓から
　侵入する日射負荷の低減を図った。

（3） 屋上からの日射抑制のための屋上緑化
・直射日射による屋根から最上階への熱の侵入を抑制するため、
 屋上には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等があり、
　最上階の空調負荷を抑制できる。

2

 設備計画の省エネ
ルギー手法（二酸
化炭素排出量削減
含む）について考
慮したこと（３つ）

（予測課題２解答）

（1）太陽光発電システム
・屋上に太陽光発電パネルを設置し、太陽エネルギーを有効利用
　することで省エネルギー対策とした。
・自然エネルギーである太陽光を活用することは
　二酸化炭素排出量削減に寄与する。

（2）省エネ電気器具
・省エネ性の高いＬＥＤ照明し、人の出入りの少ない場所の照明は、
　人感センサー連動照明を採用した。
・電気量を削減することは、電力会社が発電する時に発生する
　二酸化炭素排出量削減に寄与する。

（3）節水型衛生器具
・便器は節水型を採用し、水栓はシングルレバー水栓とし、
　使用水量を削減した。
・使用水量を削減は、飲料水の供給等での電力等の削減となり、
　二酸化炭素排出量削減に寄与する。

※ここに示す内容は、従来、省エネ手法としてまとめていた
　ものであるが、令和４年の事前課題発表内容では、
　「二酸化炭素排出量抑制」も示されたことから、ここは
　関連付けて書けるようにする。

3

建築計画における
二酸化炭素排出用
抑制における具体
的に採用したこと及
びその概要につい
て記述する

（予測課題３解答）

【具体的に採用したこと】　事務室の内壁にＣＬＴ耐震壁を採用
・木質材料のＣＬＴを中大規模建築物へ採用することで長期間ＣＯ２

　を固定して二酸化炭素排出量を抑制する。

・ＣＬＴは鉛直荷重を受けない耐震壁とすることで耐火仕様上
　「あらわし」で採用することができるようにした。

・ＣＬＴ耐震壁は、実験により破壊モードを確認し鉄筋コンクリート造
　への安全性を確認したうえで採用した。

※ＣＬＴ（直交集成板）は、複数枚のラミナ（ひき板）を木材の繊維
　方向が直交するように積層させて作った木質構造パネルである。

※木質材料（ＣＬＴ）を耐震壁として採用することは新しい技術
　であり、① 鉛直荷重を受けないようにして木材をそのまま
　利用する「あらわし（耐火被覆不要）」で利用することと、
　② 採用時にＲＣ造への影響がないことを実験によって
　確認（破壊モード等）したうえで採用されている。

断面図

２ｍ庇

３階平面図

開閉式トップライト

シングルレバー水栓

ＣＬＴ耐震壁

本内容は会員講座で公開


