
2015年9月27日（予測確定：建築資格研究会）

※以下、予測課題を参考に２時間エスキス完了法（一部、予測課題の補足説明）について解説する。

・課題読み30分は、決まっていることの流れ作業であり、（1）課題読み15分、（2）要求室の階振りと面積出し15分で完了する時間である。

（1）課題読み15分（試験時間11：00～11：15）
・課題読み15分は、チェックポイントにマーカーや書き込みをしながら、一通り15分で読み終えることである（毎日の昼休み30分を課題読みとすると早く読めるようになる）。

・予測課題のチェックポイントを下線と書き込み（赤字）で示している。課題文でチェックすべきポイントは決まっているので、15分で課題読みを完了することはそれほど難しくない。

予測課題の解説と２時間エスキス法　【平成27年度の課題 「市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅（基礎免震構造を採用した建築物である。）」】

 
Ⅰ．設計課題 
 
 この課題は、ある地方都市の市街地にディサービス付き高齢者向け賃貸集合住宅を計画するものである。
この建築物には、地域の高齢者を対象としたディサービスを併設し、地域高齢者のほか、集合住宅の居住
者も利用できるものとする。また、設計に当たっては、通所者及び入居者に対して、より良い住環境を提供す
ることに配慮し、明るく開放的な空間となるように計画する。 
 
１．敷地及び周辺条件 
 （1） 敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、下図のとおりである。 
 （2） 敷地は、平坦で、道路及び隣地との高低差はないものとする。また、歩道の切り開きは、１箇所 
     当たり６ｍまでできるものとする。 

 （3） 敷地は、近隣商業地域及び準防火地域に指定されている。また、建ぺい率の限度は、 
     70％（特定行政庁が指定した角地における加算を含む。）、容積率の限度は300％である。 

     ⇒建ぺい率 1,900㎡×0.7＝1,330㎡以下 

 （4） 電気、ガス及び上下水道は、完備している。 

 （5） 地盤は良好であり、杭打ちの必要はない。 
 （6） 気候は温暖で、積雪についての特別の配慮はしなくてよい。 

 
Ⅰ．設計課題の解説 
 
設計課題のチェックポイントは、住宅部門とディサービス部門の関連を把握す
ることである。２部門の関連の記載としては、次の３パターンが想定できる。 
① 分割管理（住宅部門とディサービス部門は経営主体が異なるため等） 
② 一括管理（管理主体は住宅事業者としディサービス等はテナントとする等） 
③ 管理方法は明確に記載されないで設計者が判断 
本試験の出題としては、③の設計者に判断させるパターンになると予測する。 
 
予測課題では、③の内容で作成しているが、「賃貸集合住宅」という記載から、
２部門の分割管理と判断するのが妥当である。また、「集合住宅の居住者も利
用できる」という記載から、分割管理であっても、住宅部門からディサービス部
門への連絡口は必要であると読み取れる。 
 
※運営形態は、受電方式に影響する。分割管理ならディサービス部門は
キュービクル、住戸部門は屋外パットマウント（住戸）＋キュービクル（共用）又
は借室電気室を設置するなどの選択となる。一括管理ならば、借室電気室から
共用キュービクルによる一括受電とし、住戸を子メーター按分負担とするなどが
選択できる。 
 
１．敷地及び周辺条件の解説 
 
ここは、毎年ほぼ同じ内容であり、チェックポイントは建ぺい率のみとなる。建ぺ
い率70％なら敷地図面積に0.7を乗じて「1,330㎡」を記載する。容積率は、一
般的に床面積を守るとクリアできるのでチェック不要である。 
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敷地図の解説 
 
敷地図のチェックポイントは、敷地と周辺の条件確認である。幅の広い道路が
「主アプローチ」側となり、狭い道路が「副アプローチ」側となる。隣地条件が集
合住宅の場合は、「眺望×」である。集合住宅側にバルコニーを計画するとプ
ライバシーの観点から望ましくない（減点対象と判断）。また、横断歩道から5ｍ
以内は切り開きができないので、注意を要する。 
 
※道路は、２面道路とした。本年度の課題は、住宅部門とディサービス部門の
２部門があることから、１面道路では動線交差を起こしやすい。従って、２面道
路となる可能性が高い。道路の方角が異なって出題された場合、道路幅の広
い方が主アプローチとなるなどの考え方は同じである。 

 
【予測課題について】 
 
一般にセンター試験課題の予測絞り込みは、困難である。そのため他社多くの講座は、様々なパターンの課題を、毎週のように作図させるという手法を取っている。これは、当たりも無ければハズレも
無い手法になる。また、様々なパターンを毎週のように学習することは、情報量が多すぎるため、「結局何が正解なの？」という疑問を持つことになる（全てを理解するには膨大な時間が必要）。 
当研究会の予測課題は、従来と逆の発想で課題を作り込んでいる。各項目について、過去の課題分析から想定される様々なパターンから、最も出題される可能性が高いもの全てを予測課題とした。
ここに記載されている内容を一通り読んで頂くと、様々な想定パターンを理解しつつ、本年度の課題に対する全体の「正解」が見えてくる。課題の一点予測は、公開する側にとって非常にリスクが高い。
予測課題が大きく異なると、ホームページの存在価値がなくなり、企業であれば受講生が激減することになるので、他社はこの方法を採用していない。しかし、予測課題が的中することは、試験合否に
直結する（短期学習法になる）。当研究会は、この一点予測に全てを掛けて「ズバリ的中」を目指す（様々なパターンも提示するので、本試験で柔軟な対応も可能）。 
 
予測課題の作成では、次の点に留意した。 
1） 施設管理の運営形態について 
  施設管理の運営形態は、分割管理と一括管理がある。予測課題の「Ⅰ.設計課題」主文では、管理形態を明確な文面としないで、受験者が判断する内容とした。 
  なお、運営形態を分割管理とした場合でも、住宅部門からディサービス部門への動線（連絡口）は、指定されるものと予測する。 
2） 部門構成について 
  部門構成は、ディサービス部門と住宅部門が100％出題される。その他の部門（喫茶店と防災倉庫等）が出題されるかは、悩むところである（予測課題では両方組込んでいる）。 
  なお、部門ではないが、「その他の施設」として屋外テラスや屋外広場等が出題される可能性がある（予測課題では両方組込んでいる）。 
3） 階の部門構成について 
  階の部門構成は、1階（ディサービス部門、住宅部門、その他の部門）、2階（住宅部門の単独か、又はディサービス部門と住宅部門の構成）、基準階（住宅部門）となる。 
  2階がディサービス部門と住宅部門の構成となった場合は、部門ごとに明確に分けて、その両方の動線、2方向避難等を計画しなければならない。予測課題は、2階を2部門の構成とした。 
4） 要求室一覧表について 
  要求室一覧表は、一般に表の一番左が「部門」であるが、H21貸事務所ビル（7階）とH23介護老人保健施設（5階）では「設置階」となっている。本年度は、階数からは「設置階」となるものと 
  判断できるが、明確な2部門の必要性から「部門」も想定される。予測課題では、階振りが難しい方の「部門」とした（「設置階」ならその指示に従い階振りをすればよい）。 
5） 要求室について 
  要求室は、例年20室前後の出題である。予測課題は、類似問題のH23介護老人保健施設（５階）が23室であることから、同様に23室とした。 
  2部門の複合施設であることから、管理部門のエントランスホール、事務室、更衣室などは両部門で必要である。 
  ディサービス部門は、食堂・機能訓練室、厨房、浴室（一般浴槽、機械浴槽）の出題が確実である。その他、汚物処理室や静養室などがある。 
  住宅部門は、食堂・談話室の出題が確実である。その他、軽運動室などがある。基準階は、住戸主体であり、談話コーナーなどの共用部が出題されるかは微妙である。 
  この要求室の条件では、「その他の施設等」との一体利用や、1階厨房から2階の食堂への配膳動線、又は吹抜け指定（H22、H24、H25、H26で吹抜け出題有）が考えられる。 
  予測課題では、上記全ての条件を組込んでいる（予測検討していない事項を試験中に考えるのは時間がかかるが、出題されない事項を削除して考えるのは容易である）。 
6） その他の施設等について 
  その他の施設等は、駐車場が確実に出題される。予測課題は、類似施設のH23と同じ送迎用、車いす用、サービス用駐車場と、安全のためH24、H25出題のあった駐輪場を含めた。 
  その他の屋外施設は、H25、H26に屋外テラスが、H21、H22に屋外広場が出題されているので、両方を予測課題に含めた。屋外テラスは、H26と同様に要求室と一体的な利用とした。 
7） 要求図書について 
  要求図書は、従来、要求室の什器等や歩行距離の記載程度の指示であり、特別注意する必要がなかった。しかし、H26「24時間エリアの破線及び屋根の形状の一点鎖線の図示」の指示が 
  あり、本年度は、高確率でエキスパンションジョイント部分の一点鎖線の図示が指示されると予測できる。従って、予測課題では、エキスパンションジョイントの一点鎖線の図示を組込んだ。 
 
予測課題は、ズバリ的中の一点予測であるので、出題される予測内容の中で最も難しいパターンを全て盛り込むという形式をとっている。これは、最も難しいパターンを把握できれば、これ以外は容易
に対応できるとの考え方である。また、予測した内容の一部が本試験で出題されなかった場合（吹抜け、広場、駐輪場がないなど）、それらを削除して検討すれば容易に解答を得ることができる。なお、
予測課題は、試験終了後に的中状況等を検証する。 
 
 
【２時間エスキス完了法について】 
 
製図試験は、６時間30分という短時間の中で作図と記述を終える時間勝負の試験である。理想的な時間配分は、エスキス２時間（課題読み含む）、記述１時間、作図３時間、見直し30分である。近年、
試験内容の難易度は年々増している傾向にある。また、今年は、３平面図という構成になることから、昨年よりも時間を要すると判断できる。理想形を追い求めず、減点は多少あっても17：00まで完成さ
せて、見直しをした人が勝利を得ると言える（見直し30分は必須）。時間配分で最も難しいのは、エスキスを２時間で完了することである。このエスキス２時間とは、課題読み30分とエスキス90分のことで
ある。このエスキスが中途半端のまま、時間に追われて作図に入ると、３時間で作図を完成させることは不可能に近いと言わざるを得ない。ここでは、H27予測課題を参考に、エスキスが２時間で完了す
る方法について解説する。解説の共通事項として、下線部はチェックポイントであり、赤字は書き込み内容を示し、※は予測課題の留意点等である。 



２．建築物 
 （1） 構造・階数等 
    構造種別は自由とし、地上５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、3,400㎡以上、4,000㎡以下とする。 ⇒上限4,000－100＝3,900㎡以下 
    この課題の床面積の算定においては、ピロティ、搭屋、バルコニー、屋外階段等については 
    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。 

４．計画に当たっての留意事項 
 （1）建築計画については、次の点に留意して計画する。 
  ① 建築物はバリアフリー、セキュリティ等に配慮する。 

  ② 集合住宅部門とディサービス部門とを適切にゾーニングし、明快な動線計画、避難等に配慮する。 
  ③ 高齢者住戸は、採光、日照、通風等に配慮する。 

  ④ 敷地の周辺環境に配慮する。 

 （2） 構造計画については、次の点に留意して計画する。 
  ① 建築物全体が、構造耐力上、安全であるように計画するとともに、経済性にも配慮する。 
  ② 構造種別、架構形式及びスパン割りを適切に計画する。 
  ③ 耐震性に配慮し、基礎免震構造を採用する。 

  ④ 部材の断面寸法を適切に計画する。 
 （3） 設備計画については、次の点に留意して計画する。 
  ① 空調設備、給排水衛生設備、電気設備、消火設備等を適切に設け、環境負荷低減に配慮する。 
    なお、ディサービス部門の給水設備は受水槽方式とする。 
  ② エレベーターを適切に設ける。 

 
要求室一覧表の解説 
 
この段階での要求室のチェックポイントは、特に注意すべき内容にアンダーラ
インをして、一読するに留める。課題文を15分間で一読した後、再度この一覧
表に戻り、15分を使って階振り分けと面積出しを含めた詳細検討をする。アン
ダーラインの内容は、下記の階指定、住戸数、動線指定等である。 
・住戸Ａ、B、談話コーナー、トランクルーム、ランドリーは基準階（３～５階） 
・浴室は、２階に計画 
・住戸Ａは、各階に８戸計画 
・住戸Ｂは、各階に２戸計画 
・パントリーは、１階厨房からの搬入 
・エントランスホール（1）は、エントランスホール（2）へアクセスできるように 
・エントランスホール（2）は下足棚を設ける 
 
ここで重要なのは、要求室の階の指定を把握して読むことである。表の一番左
が、「設置階」となっていれば、階は確定できる。予測課題のように「部門」の場
合は、階の振り分け作業があるので、その点も考慮して読むようにしたい。予測
課題では、浴室が２階指定となっていることから、２階がディサービス部門と住
宅部門の構成となると読み取れる。 
 
※全体の要求室の総数は、過去のセンター課題が約20室前後であることから、
本年度も同数程度と判断できる。予測課題は、類似課題のH23介護老人保健
施設（５階）が23室であり、同様に23室とした。 
住宅部門は、２階が食堂・談話室などの共用であり、場合によっては集会室や
軽運動室などが出題されると予測できる。また、基準階は、１人用の住戸が主
体となり、一部２人用が入ると予測できる。基準階に談話コーナーやランドリー
などの共用部が出題されるかは、悩むところである。予測課題では、基準階に
も共用部を採用した。 
ディサービス部門は、食堂・機能訓練室と浴室が確実に出題される。この食
堂・機能訓練室は、最も重要な要求室であることから１階の大部分を占めるの
で、これで１階のプランが確定するとも言える。広い道路に面して、ほぼ建物の
中央に主出入口を設けて、その正面に視認性と短距離動線から食堂・機能訓
練室を設置するのが一般的である。更に、その食堂側には、厨房を配置しなけ
ればならない。この厨房は、搬入の都合から狭い道路側となる。従って、２つの
道路位置から既に食堂・機能訓練室と厨房、及び主出入口と管理出入口（搬
入口含む）が確定することができる。スペース的に厨房の反対側が浴室となる。
ただし、浴室は、２階も考えられる（予測課題は２階指定）。 
喫茶店等のその他の部門は、出題されるか判断に迷うところである。予測課題
では、出題された場合に混乱しないように組込んでいる。出題されない場合は、
削除してプラン検討すれば良い。 

３．その他の施設等 
 （1） ディサービス部門の食堂・機能訓練室と一体的に利用できる屋外テラス入る50㎡以上 
    （上部に屋根、ひさし等がある部分は算入しない。）を設ける。 
 （2） １階には、直径６ｍの円が入る広場50㎡以上（上部に屋根、ひさし等がある部分は算入 
    しない。）を設ける。 
 （3） 駐車場は、地上平面駐車とし、送迎用（１台当たり３ｍ×６ｍ）として２台分、車いす使用者用として 
    ２台分、サービス用として１台分を設ける。なお、施設利用者用、職員用及び入居者用の駐車場は、 
    近隣に設けられて駐車場を利用するものとし、考慮しなくてよい。 
 （4） 自転車置場は、集合住宅用として10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。 

 
３．その他の施設等 
 
その他の施設等のチェックポイントは、建物外の諸条件の確認である。屋外施
設には何があって、駐車場・駐輪場は何台あるかを把握する。 
 
予測課題の屋外施設は、次の２施設とした。 
・食堂・機能訓練室と一体利用する屋外テラス（50㎡以上） 
・１階に直径６ｍの円が入る広場50㎡以上 
 
予測課題の駐車場・駐輪場は以下の通りである。 
・送迎用駐車場２台分 
・車いす用駐車場２台 
・サービス用駐車場１台分 
・住宅部門用駐輪場10台分 
 
※屋外テラスは、H25とH26の連続出題となったことから予測課題に組込んだ。
更に、H26では、「要求室と一体的に利用」という出題形式であることから、本内
容も「食堂・機能訓練室と一体的に利用」という文面にした。この点は、年々少
しづつであるが細かい指示が増え難しくなっている。 
更にH21、H22に屋外広場（H22は直径の円指定）が出題されているので、予
測課題に広場（直径の円指定）を組込んだ。 
駐車場は、類似施設のH23介護老人保健施設を参考に、送迎用、車いす用、
サービス用とし、安全のためH24、H25出題のあった駐輪場も含めた。ディサー
ビスは草原となるので、送迎用は必須であり、出入口には車寄せも必要となる
（雨対策にキャノピーも必要）。 

 
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のチェックポイントは、設備計画で指定があるかど
うかである。それ以外は、ほぼ毎年同じ内容である。H23、H24、H26では、設備
計画に下記の指定がされた。予測課題では、「受水槽方式」の指定とした。 
 
・平成23年度：空調設備は空冷ヒートポンプマルチ型エアコンとし、 
          給水方式は受水槽方式とする。 
・平成24年度：小ホールの空調設備は、単一ダクト方式とする。 
・平成26年度：熱源機器と貯湯槽からなる中央給湯方式とする。 

 
２．建築物の解説 
 
建築物のチェックポイントは、「階数」と「床面積」である。 
予測課題は、５階建てとした。階数は、H21貸事務所ビル（7階）とH23介護老人
保健施設（5階）建てである。従って、本年の課題も作図ボリュームを考慮すると、
５階～７階の範囲と予測できる。 
 
床面積は、５階建てのH23介護老人保健施設を参考に、同様の3,400㎡以上、
4,000㎡以下に設定した。ここで、目標床面積は、上限から100㎡を引いた数値
「3,900㎡以下」とし、記載しておく。この目標床面積は、多くの書籍で下限値と
上限値との平均値より若干上を目標にすると書かれている。ただし、最近のセ
ンター解答図は上限に近い数値であり、計算時間を割愛することも含め、上限
-100㎡を目標床面積にすると良い。 

部門 室　名 床面積

・集合住宅部門の住戸Ａ、Ｂ、談話コーナー、トランクルーム、ランドリーは基準階（３～５階）

　に計画する。

・ディサービス部門の浴室は、２階に計画するものとする。

・その他の室については、１階又は２階に計画するものとする。

住戸Ａ（１人用） ・各階に８戸計画し、室構成はワンルームとする。 １戸当たり

（計24戸） ・各住戸にバルコニーを設ける。 約35㎡

住戸Ｂ（２人用） ・各階に２戸計画し、室構成は２ＬＤＫとする。 １戸当たり

（計６戸） ・各住戸にバルコニーを設ける。 約70㎡

談話コーナー 適　宜

トランクルーム 適　宜

ランドリー 適　宜

食堂・談話室 ・30人程度が利用し、テーブル・椅子を設ける。 適　宜

・ソファー10人分、畳コーナー12帖を設ける。

パントリー ・食堂・談話室に隣接させる。 適　宜

・１階厨房からの搬入とする。

スタッフステーション（1） ・相談カウンター、便所を設ける。 適　宜

管理事務室 ・４人分の事務スペースを確保する。 適　宜

更衣室（1） ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

エントランスホール（1） ・風除室、メールボックスを設ける。 適　宜

・エントランスホール（2）へアクセスできるようにする。

食堂・機能訓練室 ・40人程度が利用し、テーブル・椅子を設ける。 約150㎡

・用具倉庫を設ける。

・吹抜け50㎡以上を設け明るく開放的な空間とする。

厨　房 ・カウンター、搬入口、前室、食品庫、便所を設ける。 適　宜

・集合住宅部門の厨房を兼ねる。

浴　室 ・一般浴室（男女兼用）、機械浴室、脱衣室を設ける。 約160㎡

・汚物処理室、便所を設ける。

静養室 適　宜

相談室 適　宜

事務室 ・４人分の事務スペースを確保する。 適　宜

・受付カウンター、ロッカーを設ける。

更衣室（2） ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

職員休憩室 適　宜

スタッフステーション（2） ・相談カウンター、便所を設ける。 適　宜

エントランスホール（2） ・風除室、下足棚を設ける。 適　宜

喫茶店 ・屋外と屋内の両方から入室できるようにする。 約80㎡

・カウンター、便所を設ける。

防災倉庫 ・屋外と屋内の両方から利用できるようにする。 約40㎡

・便所及び倉庫については適切に計画する。

・採用した設備計画に応じて、設備機械室（空調、給排水、電気、消火等）、屋外機器置場等

　を計画する。

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。

特記事項
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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。 
 
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。 

２．面積表（答案用紙Ⅰに記入） 
 地上１～５階の床面積及びその合計を記入する。なお、各階の床面積については、その算定式も記入する。 
 
３．計画の要点等（答案用紙Ⅱに記入） 
 （1） 建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。なお、要求図面では表せない 
    部分についても記述する。 
   ① 建築物の駐車場及び車寄せについて、その位置とした理由及び動線計画で工夫したこと 
   ② ディサービス部門の食堂・機能訓練室及び住宅部門の食堂・談話室について、その位置と 
    した理由及び動線計画で工夫したこと 
   ③ 住宅部門のバリアフリー及びセキュリティについて工夫したこと 
 （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。 
   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 基礎免震構造について配慮したこと 
   ③ スラブ及び小梁の架け方について工夫したこと 
 （3）設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述する。なお、要求図面では表せない 
    部分についても記述する。 
   ① 食堂・機能訓練室と住戸に採用した空調方式と採用した理由 
   ② 浴室と住戸に採用した給湯方式とその理由 
   ③ 基礎免震構造を採用するに当たり、設備計画で配慮したこと 
 （4） 建築物の環境負荷低減（熱負荷抑制、省エネルギー等）について配慮したこと。 
     なお、断面図等において補足してもよい。 
 

 
Ⅱ．要求図書 
 
毎年同じ内容である。 
 
１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入） 
 
毎年同じ内容である。 

 
２．面積表 
 
毎年同じ内容である。 
 
 
３．計画の要点 
 
計画の要点等は、別紙「記述の予測課題10問とその解答例」を参照して下さい。 
 
※記述の問題数は、H21、H22が10問、その後は問題として８問（詳細項目の
合計として12問程度）が出題されている。予測課題は、左記の通り建築計画３
問、構造計画３問、設備計画３問、環境負荷低減１問の合計10問とした。 
 
当研究会では、製図の採点比率が図面６割（図面採点100点、図面印象点20
点）、記述４割（記述採点80点）の合計200点満点で評価されているのではない
かと推定している。現在、図面で重大な不適合となるランクⅣは、１割以下であ
り、その結果、図面として最低限通過する人は、９割程度となっている。従って、
図面通過後に記述点を加えて最終的にランクⅠ～ランクⅢが決定されるので、
この記述となる「計画の要点」の重要性は合否を左右するとも言える。 
 
この記述の予測課題が的中することは、下記のような多くの利点がある。 
・総得点の４割を占めると推定する記述が高得点となる。 
・一般的に１時間程度かかる記述時間を50分で終了できる。 
 （40分で書き上げて、10分の見直し修正での50分を想定している。） 
・製図試験は、エスキス２時間、記述１時間、作図３時間、見直し30分を想定し、 
 その中で記述で10分のゆとりができることは、その10分をエスキスに回せる。 
 （エスキスは分刻みの追い込みとなることから気持ちにゆとりができる。） 
・記述学習を予測課題＋α（キーワード）のみの時間にすることで、試験まで、 
 作図学習の時間を多く取ることができる。 
 
上記全ては、記述の予測課題が「ズバリ的中」することが前提条件である。 
本試験の予測課題を一点に絞るという選択は、どこも実施しない選択である。 
それは、その一点予測がハズレると、そのホームページ、又は企業であれば、 
企業の存在価値がなくなるから実施できません。 
しかし、真剣に一点予測を的中させるホームページがあっても良いし、それが 
的中するので合えば、絶対的にそちらが良いに決まっているはずである。 
当研究会は、この予測課題が「ズバリ的中」することに全てを掛け、チャレンジ 
して行くと決定し、本年度が第一回目でのチャレンジである。 
 
試験終了後、図面予測と共に、この記述予測も検証する。 
 

 
特記事項 
 
特記事項のチェックポイントは、エキスパンションジョイント部分の一点鎖線によ
る図示の指示があるかどうかである。例年、この特記事項は、要求室の什器等
や歩行距離の記載程度の指示で、特に注意をする必要がなかった。しかし、
H26の出題では、「24時間エリアの破線の図示、屋根の形状の一点鎖線の図
示」があり、それを踏まえると、本年度は、高確率でエキスパンションジョイント部
分の一点鎖線の図示が指示されるものと予測できる。 
 
※本年度の課題は、「基礎免震構造を採用した建築物である。」ことから、仮に
エキスパンションジョイントの記載指示がなくても、この記載は図面に書いた方
が良い（審査員へのＰＲによる印象点アップ狙い）。 

図面及び縮尺 特記事項

（1）１階平面図 ①　１階平面図兼配置図及び２階平面図又は基準階平面図には、次の

兼配置図 　　　ものを図示又は記入する。

1/200 　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）

　ロ．室名等

（2）２階平面図 　ハ．要求室の床面積

1/200 　ニ．設備シャフト【（パイプシャフト（ＰＳ）、ダクトスペース（ＤＳ）、電気シャ

　　　フト（ＥＰＳ）】の位置

（3）基準階平面図 　ホ．設備計画に応じた設備スペース

1/200 　ヘ．断面図の切断位置

　ト．要求室の特記事項に記載されている什器等

②　１階平面図兼配置図には、次のものを図示又は記入する。

　イ．建築物の出入口

　ロ．敷地内の駐車場、駐輪場

　ハ．屋外テラス

　ニ．通路、植栽等

　ホ．基礎免震構造のエキスパンションジョイントとなる部分（一点鎖線で

　　　　図示する。）

③　２階平面図には次のものを図示又は記入する。

　イ．１階の屋根、ひさし等となる部分

　ロ．屋上庭園

④　基準階には次のものを図示又は記入する。

　イ．住戸Ａの室名（Ａ１～Ａ８と表示する。）

　ロ．住戸Ｂの室名（Ｂ１、Ｂ２と表示する。）

　ハ．代表的な住戸の室内プラン

　ニ．居室の最も遠い位置から避難階段の一に至る歩行距離及び経路

　ホ．各住戸の出入口、メーターボックス、ＰＳ

（4）断面図 ①　断面位置は、住戸を含み、建築物の全体の立体構成がわかる断面と

1/200 　　　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、梁及びスラブの断面を図示する。



（2）要求室の階振りと面積出し15分（試験時間11：15～11：30）
・（1）課題読み完了後に要求室の一覧表に戻り、この表を使って階想定、階床面積、合計の床面積を算出し、設計条件「3,400㎡以上、4,000㎡以下」で納まるかチェックする。

・階想定は、左の空欄を利用して、1階、2階、基準階で振り分ける。基準階は指定されると予測できるので、1階と2階の振り分けを第1候補〇と第2候補△で想定する。

・階床面積は、人数指定のある要求室では算定係数（食堂・談話室なら3㎡/人、事務室なら5～10㎡/人等）により、その他は一般数値で求めて右空欄に記載する。

・合計の床面積の算出は、目標床面積（ここでは3,900㎡）に対して、求めた合計床面積で除した割合が、1.2倍～1.8倍ならば廊下、階段等を含めて納まると判断できる。

　⇒更に、ここでは、階床面積に対して1.3倍（廊下等分）を乗じた数値を求め、その数値に7×7＝49㎡と7×6＝42㎡で除した「コマ数」を出しておく（次エスキスで利用）。

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分により、最終的に（3）を90分以内に取りまとめることである。

・この中の「（2）1/1000エスキスプラン45分」では、①建築可能範囲３分、②グリッドスパン確定７分、③要求室の1/1000グリッド割付35分について検討する。

　⇒この③要求室の1/1000グリッド割付が完了すれば、（3）1/400エスキスプランは、ほぼ40分以内に完了させることができる（＝作図も３時間で完了可能）。

（1）機能図５分（試験時間11：30～11：35）
・機能図は、縦軸に１階、２階、基準階を、横軸に各部門を書いて、そこに要求室を記載し、矢印で関連付けすると容易にまとめることができる。

　⇒下記の機能図を把握し、本試験の課題がこれとの相違で比較すると、図面も想定できることとなる（予測課題が本試験ズバリ的中なら合格が見えてくる）。

 
ここまでを30分で完了 

 
（試験時間11：00～11：30） 

階想定 階㎡数

1階 2階 基準 部門 室　名 床面積 1階 2階 基準

・集合住宅部門の住戸Ａ、Ｂ、談話コーナー、トランクルーム、ランドリーは基準階（３～５階）

　に計画する。

・ディサービス部門の浴室は、２階に計画するものとする。

・その他の室については、１階又は２階に計画するものとする。

○ 住戸Ａ（１人用） ・各階に８戸計画し、室構成はワンルームとする。　⇒35×8＝280㎡ １戸当たり 280

（計24戸） ・各住戸にバルコニーを設ける。 約35㎡

○ 住戸Ｂ（２人用） ・各階に２戸計画し、室構成は２ＬＤＫとする。　⇒70×2＝140㎡ １戸当たり 140

（計６戸） ・各住戸にバルコニーを設ける。 約70㎡

○ 談話コーナー 適　宜 40

○ トランクルーム 適　宜 20

○ ランドリー 適　宜 20

○ 食堂・談話室 ・30人程度が利用し、テーブル・椅子を設ける。　⇒30人×3㎡＝90㎡ 適　宜 140

・ソファー10人分、畳コーナー12帖を設ける。　⇒20＋30＝50㎡

○ パントリー ・食堂・談話室に隣接させる。　⇒90/3＝30㎡ 適　宜 30

・１階厨房からの搬入とする。

○ スタッフステーション（1） ・相談カウンター、便所を設ける。 適　宜 20

○ 管理事務室 ・４人分の事務スペースを確保する。　⇒4人×5～10㎡＝20～40㎡ 適　宜 20

○ △ 更衣室（1） ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。　⇒10×2＝20㎡ 適　宜 20

○ エントランスホール（1） ・風除室、メールボックスを設ける。　⇒50～100㎡ 適　宜 75

・エントランスホール（2）へアクセスできるようにする。

○ 食堂・機能訓練室 ・40人程度が利用し、テーブル・椅子を設ける。 約150㎡ 150

・用具倉庫を設ける。　⇒屋外テラス50㎡以上で隣接

・吹抜け50㎡以上を設け明るく開放的な空間とする。

○ 厨　房 ・カウンター、搬入口、前室、食品庫、便所を設ける。 適　宜 70

・集合住宅部門の厨房を兼ねる。　⇒（40×3＋90）/3＝70㎡

○ 浴　室 ・一般浴室（男女兼用）、機械浴室、脱衣室を設ける。 約160㎡ 160

・汚物処理室、便所を設ける。

○ △ 静養室 適　宜 20

○ △ 相談室 適　宜 20

○ 事務室 ・４人分の事務スペースを確保する。　⇒4人×5～10㎡＝20～40㎡ 適　宜 20

・受付カウンター、ロッカーを設ける。

△ ○ 更衣室（2） ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。　⇒10×2＝20㎡ 適　宜 20

△ ○ 職員休憩室 適　宜 20

○ スタッフステーション（2） ・相談カウンター、便所を設ける。 適　宜 20

○ エントランスホール（2） ・風除室、下足棚を設ける。　⇒100～200㎡ 適　宜 150

○ 喫茶店 ・屋外と屋内の両方から入室できるようにする。 約80㎡ 80

・カウンター、便所を設ける。

○ 防災倉庫 ・屋外と屋内の両方から利用できるようにする。 約40㎡ 40

・便所及び倉庫については適切に計画する。 小計 665 410 500×3

・採用した設備計画に応じて、設備機械室（空調、給排水、電気、消火等）、屋外機器置場等 合計 665 410 1 ,500

　を計画する。 床面積合計 2 ,575

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。　⇒1階屋外に広場50㎡以上6ｍ円 小計×1.3 865 533 650

床面積合計2,575㎡の目標床面積3,900㎡に対する比率＝3,900/2,575＝1.51　⇒納まる（目安1.2～1.8の範囲内） 7×7コマ数 18コマ 11コマ 14コマ

7×6コマ数 21コマ 13コマ 16コマ
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住戸Ａ（８戸）１ＤＫ ５階屋上

住戸Ｂ（２戸）２ＬＤＫ （太陽光発電パネル）

談話コーナー （屋上緑化）

トランクルーム （キュービクル）

ランドリー （非常用発電機）

（空調室外機）

食堂・談話室 浴　室 ろ過ポンプ室

パントリー スタッフステーション（2）

スタッフステーション（1） 職員休憩室 （ガス給湯器・貯湯槽・加圧ポンプ））

更衣室（2） （空調室外機）

（屋上緑化）

管理事務室 食堂・機能訓練室（吹） 屋外テラス50㎡以上

更衣室（1） 厨　房 広場50㎡以上

エントランスホール（1） 事務室 （送迎２台、車いす２台、サービス１台）

相談室 （屋外から入室） （駐輪場10台）

静養室 電気室

エントランスホール（2） 喫茶店 受水槽室

消火ポンプ室

防災倉庫 増圧ポンプ室

基準階

２　階

１　階



（2）1/1000エスキスプラン45分（試験時間11：35～12：20）
・機能図５分が完了後、1/1000エスキスプランは、①建築可能範囲３分、②グリッドスパン確定７分、③要求室の1/1000グリッド割付35分の合計45分で検討する。

1）建築可能範囲の検討（３分）　・・・免震最低離隔３ｍ、車いす3.5ｍ、サービス2.5ｍ、歩行通路２ｍ、屋外階段２ｍ離隔（片持ち梁浮き構造なら１ｍ離隔）

・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。免震による最低離隔は３ｍ、更に駐車場及び屋外テラスを踏まえて決定する。

・予測課題における東西南北の最低離隔は以下の通り。　

　⇒東側の離隔：免震最低離隔の３ｍから、最低離隔は３ｍである（サービス用駐車場2.5ｍが含まれる、車いす用駐車場3.5ｍを設置なら４ｍ離隔）。

　⇒西側の離隔：屋外階段がない場合は免震最低離隔の３ｍで良い。屋外階段３ｍ幅を設置時は、５ｍ離隔（片持ち梁は４ｍ離隔）が必要である。

　⇒南側の離隔：基本は免震最低離隔の３ｍとなる。予測課題では、食堂・機能訓練室に隣接する屋外テラス分を考慮して最低４ｍ、可能であれば５ｍの離隔となる。

　⇒北側の離隔：敷地内一方通行の両サイドに２台駐車場とすることから、最低6.5ｍ＋歩行通路2.5ｍの計９ｍ離隔が必要である。

・上記、東西南北の条件を考慮すると図（2）-1の通りとなる。　・・・建築可能範囲は、44～41ｍ×26～24ｍとなる。

図（2）-1　建築可能範囲 図（2）-2　イメージゾーニング

2）グリッドスパンの確定（７分）

・グリッドスパンは、基準階の住戸と目標床面積とを優先的に考えて、7×7ｍか、7×6ｍのグリッドで決定する（階段などの納まりから、この２種類で選択した方が良い）。

①　住戸は、南面配置が望ましいので、第一に全ての住戸を南に配置した場合、６コマで納まるかを検討する。予測課題は、住戸Ａが４コマ、住戸Ｂが２コマの計６コマである。

②　６コマ×７ｍ＝42ｍであり、面積可能範囲で検討したＸ方向44～41ｍ内で納まる。

③　基準階のＹ方向のコマ数は、住戸２コマ＋談話コーナー等１コマで３コマとなる。　⇒基準階は6×3＝18コマ（２階も面積同じなので18コマ）、１階は１スパン多くして24コマ

④　次に目標床面積3,900㎡に対する7×7ｍグリッド、7×6ｍグリッドの納まりを判断する。

　7×7グリッド：1階＝24×49×1階＝1,176㎡、2～5階＝18×49×4階＝3,528㎡、合計すると4,704㎡となり目標床面積3,900㎡程度で納まらない。

　7×6グリッド：1階＝24×42×1階＝1,008㎡、2～5階＝18×42×4階＝3,024㎡、合計すると4,032㎡となり吹抜けを考慮すると目標床面積3,900㎡程度になる。

・この段階で、ほぼ7×6グリッドの6×4（2～5階は6×3）スパンとなるが、各階の要求室の納まりも概ね検討し決定する。

※グリッドスパンの短時間での決定方法

このグリッドスパンの検討時間は７分であり、ほぼ詳細に検討する時間がないと言える。そこで、下記を踏まえてコマ数と床面積の関係から概ね納まるかの予測を付けておく。

・7×7グリッド（南面６スパン）：24コマ＝約1,200㎡、18コマ＝約900㎡　・・・５階建て１階のみ24コマなら床面積4,600㎡（1,200＋900×4＝4,600）

・7×7グリッド（南面５スパン）：20コマ＝約1,000㎡、15コマ＝約740㎡　・・・５階建て１階のみ24コマなら床面積4,000㎡（1,000＋740×4＝3,960）

・7×6グリッド（南面６スパン）：24コマ＝約1,000㎡、18コマ＝約750㎡　・・・５階建て１階のみ24コマなら床面積4,000㎡（1,000＋750×4＝4,000）

※住戸30㎡、35㎡、40㎡のグリッド納まり

・基準階の住戸は、サービス付き高齢者住宅が１住戸25㎡以上という基準から、１人用住戸30㎡、35㎡、40㎡となる可能性が高い。

・従って、7×7グリッドと7×6グリッドでの30㎡、35㎡、40㎡納まりを、事前に把握しておき、試験中は考えないようにする（２人用住戸は２倍）。

　⇒基準階にディルームを設けると住戸面積を25㎡以上から18㎡以上に下げることができる（ディルーム等の面積加算で25㎡以上）。極めて出題する可能性は低いが理解しておく。

（3）エスキスプラン40分（試験時間13：20～14：00）
・

図（2）-3　7×7と7×6グリッドによる住戸納まり
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※廊下は、2.5ｍを基準として検討し、最低２ｍ、最大３ｍとする。

※バルコニーは、２ｍを基準として検討し、最低1.5ｍとする。
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3）要求室のグリッド割（35分）

・要求室のグリッド割は、エスキスの最終目的である1/400エスキスプランを完成させるため、1/1000による要求室をグリッド単位を念頭に割付けることである（外構計画含む）。

・ここで、プランの大部分が決定するので、動線、部門区分、ゾーニングなど全体を考慮して、下記手順に基づき35分で検討する。

①　課題文の配置図を利用した１階のイメージゾーニング

　　課題文の配置図（1/1000）を利用して、イメージゾーニングを書き込む。予測課題のイメージゾーニングは、図（2）-2の通りである。

　　外構計画は、18ｍ道路が主アプローチとなるので、住宅部門とディサービス部門の主アプローチとした。敷地内車路は、一方通行とし、両サイドに駐車場を設けた。

　　道幅の狭い12ｍ道路側は、副アプローチであり通用口とした。配置上から住宅部門の通用口は西側からとした。

　　ディサービス部門の主出入口は、建物の中央、その正面となる南側に食堂・機能訓練室を配置し、副アプローチ側の東側に厨房を配置した。

　　喫茶店は、屋内と屋外の両方から利用可能にする条件があることから、北東に配置して広場からの動線とディサービス部門のエントランスからの動線を計画した。

　　住宅部門は、北西に主出入口を設けて、通用口は西側からとしている。外部からの搬出入を考慮し、受水槽室、電気室、ポンプ室、防災倉庫は南西に配置した。

②　２階及び基準階のイメージゾーニング

　　２階及び基準階は、エスキス用紙に1/1000グリッドを書いて、イメージレベルで検討する。

　　２階は、１階からの縦動線が影響することから、①と一緒に検討し、住宅部門とディサービス部門の区分などをイメージしてゾーニングする。

　　基準階は、既に「2）グリッドスパンの確定」で南面の住戸配置を計画しているので、それに基づき住戸を配置し、共用部との関連をイメージしてゾーニングする。

③　要求室のグリッド割

　　要求室のグリッド割は、エスキス用紙に1/1000でグリッドを書いて、要求室をコマ数単位を目安に割付ける。

　　予測課題の割付を図（2）-4に示す。

　　以下に、１階配置図及び平面図、２階平面図、基準階の要点を示す。

③-1　１階配置図及び平面図

　　18ｍ道路からの主アプローチとして、歩道から５ｍ以上の離隔を念頭にして、一方通行による敷地内車路とした。駐車場は、その両端に配置し、その外側に歩行者通路を設けた。

　　広場は、交通量の多い北東部に配置し、駐輪場は、住宅部門の主出入口となる北西部に配置した。また、サービス動線を12ｍ道路側からとして、ディサービス通用口を設けた。

　　屋外テラスは、食堂・機能訓練室に隣接させるという条件から、南側に配置した食堂・機能訓練室の前面に配置した。

　　ディサービスは、主出入口からエントランスに入った正面に、視認性と南面からの採光、通風等も考慮し食堂・機能訓練室を配置し、一部に吹抜け空間を設けた。

　　厨房は、食堂・機能訓練室への配膳となることから、12ｍ道路側からの搬入動線も考慮して、食堂・機能訓練室の東に配置した。

　　喫茶店は、屋内と屋外の両方から利用可能にする条件があることから、北東に配置して広場からとディサービス部門のエントランスからの出入口を設けた。

　　相談室と静養室は、エントランスに面する位置とし、外気に面する北側に配置した。事務室は、主出入口及びエントランスホール（２）の全体が見渡せる位置とした。

　　住宅部門は、北西に主出入口を設けて、通用口は西側からとしている。南西には、搬出入も考慮し設備（受水槽）室と電気室、ポンプ室、防災倉庫などをまとめて配置した。

③-2　２階平面図

　　２階は、西側に住宅部門を配置し、東側をディサービス部門とすることで、部門の区分を明確にした。ただし、住宅部門のパントリーには、ディサービス部門１階の厨房からの動線を設けた。

　　浴室は、エレベーターから短距離動線となる北西部に配置し、その近傍にろ過設備機械室を設けた。スタッフステーション（2）は、管理から２階ホール全体を見渡せる位置とした。

　　住宅部門の食堂・談話室は、西南部に配置し、採光と通風等を十分取り込めるよう計画した。また、それに面して、スタッフステーション（1）を設け管理できるようにした。

③-3　基準階平面図

　　全ての住戸は、採光、通風等の観点から南面とし、両サイドに２人用の住戸Ｂを、その間に住戸Ａを計画した。

　　共用部となる談話コーナー、ランドリー、トランクルームは、まとめて北側に配置した。

　　通常利用するエレベーターは、万一の緊急時にストレッチャーによる搬送が可能となるように寝台用エレベーター（W1800×Ｄ2500）とした。

　　また、その反対側となる北東部には、屋外階段を設けて２方向避難に対処した。

図（2）-4　1/1000による要求室のグリッド割付
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（3）1/400エスキスプラン40分（試験時間12：20～13：00）
・③要求室の1/1000グリッド割付が完了後、それに基づき1/400エスキスプランを作成する。

・この1/400の１階、２階、基準階のエスキスプランが完了したら、面積表（計算式含む）をエスキス用紙に書き込み、更に断面図のエスキスをする。

　⇒ここまでの時間を13：00と決めて、万一完了しなかった場合、一度中断して記述を書き上げる（50分程度）。その後、14：00までにエスキスを完成させ、作図に入る。

・1/400エスキスプランが未完了で作図に入ると、検討しながら作図することになり、ほぼ３時間で完了させることが難しい状況となる（時間いっぱいで作図が完了してもミスが多い図面となる）。

　⇒課題読みからエスキス完了までは、各手順で検討できる時間を守りながら２時間までとし、理想形を追求しないで減点の少ない無難なプランをまとめ上げることに集中する。

　⇒図面は、完了しても必ずミスがある（10個はあると思った方が良い）。試験時間17：00までに記述と作図を完了させて、残り30分を見直し時間とする。

・予測課題による1/400エスキスプランを下記に示す。

 
ここまでを40分で完了 

 
（試験時間12：20～13：00） 

 
 

エスキス終了13：00 
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