
項目別の予測課題の解説（H28子ども・子育て支援センター） 2016年9月22日確定（建築資格研究会）

（1）Ⅰ．設計条件（前文）

 
H28の「Ⅰ．設計条件（前文）」は、例年通りの「この課題は・・・」から始まり、「地域住民」との関連について書かれるものと推
定する。この点は、市販書籍の予測課題も殆どがその内容であり、特に難しい表現はなかった。  
 
更に、研究会では、事前公表のあった３つの注意点（パッシブデザイン、高天井防止対策、基礎方式）について、この前文
で書かれるのではと推定している。本年度の事前公表では、従来と異なり、上記３つの注意事項が示された。この３点につ
いては、この前文で書かないと、他に記載する場所が難しいとも言える。前文で何らかの形で書かれ、「この３点は重要であ
る、この解答をしないと大きな減点をする」という主旨を受験者へ示すためにも、ここで書かれるのではないかと推定している。  
 
その他としては、右記の過去問分析の通り、「自然」と「主な要求室」がある。 
自然については、周囲環境、例えば南に設けた公園についての補足説明などがある。また、建物内での一般的な表現「環
境」や「明るく快適な空間」なども考えられる。市販書籍の大部分はこの表現となっており、予測課題２ではそのようにしてい
る。 
主な要求室では、代表的なプレイルーム（高天井仕様）などについて書かれる可能性がある。更に、課題と全く異なる「レス
トラン」などを書いて、その要求室は重要であると示す場合も考えられる。 
ただし、研究会の予測課題１と３では、この自然と主な要求室を書いていない。その変わり３つの注意事項（パッシブ、高天
井、基礎）を書いている。この３点を書くと、既にかなりの文字数となる。例年、この前文は、150～250文字に納まっているの
で、急に長文になるとは考え難い。従って、本年度の課題では３つの注意点を書くと、他は書かれないのではと推定する。
ただし、仮に自然や主な要求室が書かれたとしても、例年通りであり、特に難しい内容ではないと判断する。 
 
上記を踏まえて、研究会としては、下記予測課題１～３の前文を示した。予測課題１と３では、３つの注意点を盛り込んだ前
文とし、予測課題２（市販書籍の大部分の形式）は、それが無い従来形式のものとしている。いずれにしても、本年度の前文
については、特に難しくなるような文面にはならないと考えている。 
 
 
【予測課題１の前文】 
この課題は、ある地方都市の市街地に保育所、児童館・子育て支援施設が一体となった施設（以下、「子ども・子育て支援セン
ター」と言う。）を計画するものである。この計画では、乳幼児から小学校低学年を対象とした児童に対して健全な育成と、子育て世
代の親への支援をすることが目的となる。建物は、軟弱地盤や天井等落下防止に配慮するとともに、積極的なパッシブデザインを
盛り込んだ明るく開放的な空間となるように計画する。 
 
 
【予測課題２の前文】 
この課題は、ある地方都市の市街地に保育所部門と児童館・子育て支援施設部門が一体となった「子ども・子育て支援センター」
を計画するものである。本施設は、地域の子どもの健全な生活と成長の確保を目的とし、子育て世代の親に対する支援の場となる
ように計画する。設計をするに当たっては、子どもたちが健やかに過ごせる環境を確保し、明るく快適な空間となるように計画する。 
 
 
【予測課題３の前文】 
この課題は、ある地方都市の市街地に保育所部門と児童館・子育て支援施設部門が一体となった「子ども・子育て支援センター」
を計画するものである。本施設は、地域の子どもの遊び場の提供と、子どもを持つ親同士の交流の場を提供するものである。建物
の設計をするに当たっては、環境に配慮したパッシブデザインを採用し、高天井に対する落下防止、地盤条件を考慮した基礎方
式など安全性にも十分配慮して計画する。 
 
 

 
過去問（H21～H27）に関する「Ⅰ．設計条件（前文）」の分析結果 
 
「Ⅰ．設計条件（前文）」は、この製図課題の前文であり、計画地の環境条件や設計目的などが書かれている。この前文は、
特段の条件がないことから、何気なく読み終える方も多いが、実は設計上かなり重要な方針などが書かれているので、注意
して読む必要がある。最初の一文は、「この課題は、・・・」から始まり、下記の環境条件が書かれている。その後に、計画の
目的や主要な施設の説明などがあり、全体として約150～250文字の内容となっている。 
H21：大都市近郊の市街地において、１階に自動車を展示する・・・ 
H22：ある小都市の市街地の公園の一角に建つ・・・ 
H23：大都市近郊の市街地において、病院に併設される・・・ 
H24：ある小都市の市街地の公園の一角に建つ・・・ 
H25：都市近郊の湖畔に建つ・・・ 
H26：ある地方都市の郊外の渓流沿いに建つ・・・ 
H27：中核都市の市街地にあるにぎやかな商店街と公園等の一角に建つ・・・  
 
この前文を詳細に分析すると、下記のような共通事項が見えてくる。 
【共通事項①：地域住民】 ⇒７年間で５回の出題 
H24以降は、毎年このパターンで出題されているので、センターが「地域住民との関係を重視」している意図が分かる。特に
近年は、周囲地域環境を考慮したうえで、地域住民等との動線も含めた計画まで求められるようになっている。  
H21：－ 
H22：地域住民の美術活動の発表の場・・・ 
H23：－ 
H24：地域住民の学習や交流の場・・・ 
H25：地域住民との交流の場・・・ 
H26：地域住民も利用できる温浴施設・・・ 
H27：地域住民も利用できるレストラン等・・・ 
 
【共通事項②：自然】 ⇒７年間で５回の出題 
周囲環境に公園、渓流、湖畔などの自然を配置し、それとの関連性を重視するとともに、建物内での自然光の取り入れを図
ることを示唆している。ただし、この周囲自然環境は、敷地図を見ないと判明しない。この段階では、出題元が、この建物は、
周囲の自然の何を重視しているのかが分かる程度である（これを理解して計画することは重要）。  
H21：－ 
H22：公園や河川敷などで・・・ 
H23：自然光を取り入れて・・・ 
H24：－ 
H25：湖畔に立つ・・・豊かな自然を満喫する・・・ 
H26：親水公園や渓流で・・・ 
H27：公園などの一角に・・・ 
 
【共通事項③：主な要求室】 ⇒７年間で５回の出題 
ここに書かれている要求室は、この建築物で最も「重要な室」であると出題者が言っていることなので、試験では、この前文
の要求室に赤アンダーラインなどをし、「要求室一覧表」にも同じ赤アンダーラインなどをして重要であることを視覚的に認
識した方がよい。なお、H23、H25は、一般的な抽象的表現で要求室の記載はなかったが、このような出題もあると理解頂き
たい。 
H21：自動車を展示するショールーム、貸事務室 
H22：ワークショップ、アトリエ、屋外創作広場 
H23：－ 
H24：図書館、小ホール、展示ギャラリー、会議室 
H25：－ 
H26：休憩情報発信等のサービス施設、地域特産品売場、レストラン、温浴施設 
H27：集合住宅（賃貸）、機能訓練室、浴室、レストラン 

項目別の予測課題の解説は、センターが出題するであろう試験課題について、課題の各項目別に分析しながら予測し、その中で留意事項を解説するものである。 
予測課題の各項目は、次の通りである。ただし、「（8）3.計画の要点等」については、会員講座「８章 H28記述解答」を参照下さい。 
（1）Ⅰ．設計条件（前文）、（2）１．敷地及び周辺条件、（3）２．建築物（1）本文、（4）２．建築物（2）要求室一覧表、（5）３．その他の施設、（6）４．計画に当たっての留意事項、（7）１．要求図書、（8）３．計画の要点等 
分析の根拠は次の３点である。 
①過去問（H21～H27）、②市販書籍の予測課題、③研究会作成の予測課題1～3  ⇒左記①～③それぞれの詳細は「５章過去問の項目別分析（H21～H27）、８章市販書籍の分析一覧表、予測課題１、２、３」でアップ中。 
本内容は、過去問分析を右欄にまとめ、それも踏まえて左欄に今年の課題について、項目別に「こんな感じの課題が出題される」、「その留意事項は・・・」等が分かるようにまとめたものである（本予測内容は試験終了後に検証する）。  



（2）１．敷地及び周辺条件

 
過去問（H21～H27）に関する「敷地及び周辺条件（文面）」の分析結果 
 
「敷地及び周辺条件」の文面は、（1）敷地形状等、（2）歩道切り開き等、（3）建ぺい率・容積率等、（4）インフラ等、（5）地盤
環境等、（6）積雪対応等の敷地及び周辺の項目で書かれていて、ほぼ定型文である。 
以下、（1）～（6）の項目別で過去問の分析を示す。 
 

（1）敷地形状等 
１行目は定型文であり、過去問全てで「敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、下図のとおりである。」となっている。  
H27には、初めて２行目に「なお、敷地は、駅から約200ｍのところに位置している。」と周辺条件の追加文があった。 
 

（2）歩道切り開き 
（2）は、「敷地の高低差」と「歩道の切り開き」について書かれている。 
敷地の高低差は、「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。」の文面である。H21以降は、敷地の高低
差がないもので出題されている。H22、H25、H26の敷地図の右に地形略断面図があるが、全て敷地は平坦であり、それ以
外の周囲に段差があるとなっている。 
あくまで推定であるが、勾配敷地は出題され難いと言える。万一、勾配敷地で計画するとなると、相当の難易度になり、大部
分の受験者が作図完了できない可能性がある（従って、出題され難いと推定）。 
 
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。」との出題である。歩道側の車出入口となる切り開きは６ｍ以下
で計画する（ここは５ｍと決めつけても良い、駐車場も奥行５ｍなので分かり易い）。その他の歩道の切り開きに関する注意
事項は、以下の２点である。 
①１面道路における切り開きは、歩行者の安全性から２ヶ所までとする（２ヶ所以上は減点対象と推定）。  
②切り開きとなる車出入口は、横断歩道及び交差点から５ｍ以上離すこと（５ｍ未満は減点対象と推定）。  
 

（3）建ぺい率・容積率等 
（3）は、「用途地域」、「防火指定」、「建ぺい率」、「容積率」の記載である。更に、H25、H26は、「勾配屋根」の指示が追加さ
れている。ここのチェックポイントは、「建ぺい率」である。 
建ぺい率は、過去問として60～90％で出題されている。80％以上は、ほぼ超過することが少ないと考えられるが、70％更に
60％では、十分なチェックが必要である。この建ぺい率の超過は、「重大な不適合」に当たり、ランクⅣとなる。試験では、数
秒で終わるので、ここを読んだ段階で、敷地図の面積に建ぺい率を乗じて数値を記載しておくと良い。  
 

（4）インフラ等 
（4）は、インフラの条件であり、過去問全てで「電気、ガス及び上下水道は、完備している。」となっている。  
 

（5）地盤環境等 
（5）は、地盤の条件であり、過去問は、ほぼ「地盤は良好であり、杭打ちの必要はない。」となっている。  
 

（6）積雪対応等 
（6）は、気候の条件であり、過去問は、ほぼ「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。」となっている。周囲条
件に川、湖、渓流がある場合は、H22「川の氾濫、地下水及び積雪・・・」、H25「湖の氾濫、地下水及び積雪・・・」、H26「渓流の氾
濫、地下水及び積雪・・・」という文が追記される。 

 
H28の「1.敷地及び周辺条件」は、「文面」については「地盤環境等」で従来の定型文「地盤は良好であり、杭打ちの必要は
ない。」と異なる「基礎条件が指定」されると推定する。「敷地図」は、従来と同じような敷地（50ｍ×35ｍ程度）になると推定
する。以下、文面と敷地図に分けて解説する。 
 

１．「1.敷地及び周辺条件」の文面について 
敷地及び周辺条件は、文面と敷地図で示されるが、この文面はほぼ毎年６つの箇条書きで示される。H28は、事前公表の
注意事項から判断できるように、「（5）地盤条件」が例年と異なる。それ以外は、定型文であり、唯一検討すべき点は、「建ぺ
い率」であるので、ここでは、建ぺい率と地盤条件について解説する。 
 
予測課題３の文面は以下の通りである。この中で、従来と異なるのは、（5）のみであり、それ以外は定型文（従来通り）の文
面である。 
建ぺい率は、敷地図の面積に、ここでは70％であることから、0.7を乗じて求める。H28は、保育所との連携から屋外遊技場
があるので、この建ぺい率も検討不要な状況になると推定できる。 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1,750㎡×0.7＝1,225㎡以下 
 （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、N値50以上となる密実な砂礫層が深さ15ｍ以深に堆積しており、表土から深さ15ｍに至る中間層のＮ値が0～10 
    であり液状化の恐れはない。 
 （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。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
H28の「（5）地盤条件」に関する予測課題は、次の２通りが考えられる。 
地盤の支持層までの距離が、2～3ｍ程度であればベタ基礎、10ｍ等深い位置なら杭基礎となる。 
 
一般書籍（Ａ社、Ｂ社）の予測課題（８案）の基礎条件は以下の通りである（ベタ基礎、杭基礎の両方あり）。 
・Ａ社（1）：敷地内の地盤は、下記の地盤柱状図に示すとおりである。 ⇒ＧＬ-20ｍ支持層 
・Ａ社（2）：地盤条件はＧＬ-2.5ｍ以深を支持層とする。 
・Ａ社（3）：敷地の地盤は、ＧＬ-2.5ｍまで軟弱層が堆積し、ＧＬ-2.5ｍ以深には長期許容支持力200ｋN/㎡以上の支持層 
       が地盤調査により確認されている。 
・Ａ社（4）：敷地内の地盤は、下記の地盤柱状図に示すとおりである。 
・Ｂ社（1）：地盤は地表から下部10ｍまで、砂混じりシルト（Ｎ値50以上）が続く地盤である。なお、液状化の可能性はなく、 
       地盤を構成する地層に傾斜はないものとする。 
・Ｂ社（2）：地盤は地表から10ｍまで、砂混じりシルト（Ｎ値5～15程度）が続く地盤である。なお、液状化の可能性はなく、 
       地盤を構成する地層に傾斜はないものとする。 
・Ｂ社（3）：敷地の地盤は、地表から2.2ｍの深さまでが盛土であり、2.2ｍ以深は、Ｎ値20程度の均質で傾斜のないシルト 
       層で構成されている。なお、液状化や地下水についての特別な配慮はしなくてよい。  
・Ｂ社（4）：地盤は地表から9ｍまで、Ｎ値2～10の粘性土が主体で構成され、9ｍ以深は固結シルト（Ｎ値40程度）が続く 
       地盤である。なお、地盤沈下の可能性はなく、地盤を構成する地層に傾斜はないものとする。  
 
記載方法は、支持層を指定する方法と、地盤柱状図による支持層指定の２通りである。どちらにしてもＮ値の高い支持層が
地下何ｍであるかを確認し、支持層がＧＬ-2～3ｍ程度であればベタ基礎となり、10ｍ等深い位置ならば杭基礎を選択する。
ベタ基礎と杭基礎（場所打ちコンクリート杭）の基本図は右記の通りである。なお、この基礎は、記述問題でも出題されるの
で、その記載内容を一致させないと減点となる（記述解答例を下記に示す）。 
 
【杭基礎の基礎構造の記述解答例】 
・支持地盤がＧＬ-10ｍの位置にあることから、１本当たりの支持力が大きく、施工時の振動・騒音が少ないアースドリル工法
による場所打ちコンクリート杭を採用した。杭長は、Ｎ値30以上の支持地盤に１ｍかつ、径の1/2以上貫入させるためＧＬ-2
ｍのフーチング底盤から9ｍ程度とした。 
 
【ベタ基礎の基礎構造の記述解答例】 
・支持地盤がＧＬ-2.5ｍの位置にあることから、支持地盤を考慮した根入れ深さをＧＬ-3ｍとして、不同沈下に対して安全性
の高いベタ基礎を採用した。本建物は、３階建ての鉄筋コンクリート造であることから、建物の自重、荷重を考慮してもベタ
基礎は最適な基礎構造である。 
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過去問（H21～H27）に関する「敷地及び周辺条件（敷地図）」の分析結果 
敷地図は、（1）敷地面積と寸法、（2）接道条件と道路幅、（3）周囲環境条件、（4）方位が書かれている。 

 
（1）敷地面積と寸法 
敷地形状は、H21のみが台形であり、それ以外は矩形となっている。 
敷地面積は、1,330～1,800㎡の範囲である。直近のH24～H27は、1,750～1,800㎡である。 
敷地寸法は、H21の台形敷地であり、それ以外は全て矩形敷地である（東西方向が35～50ｍ、南北方向が35～38ｍ）。 
試験用紙ⅠはＡ２伴であり、平面図３面又は平面図２面＋梁伏図１面の合計３面＋断面図であれば、東西50ｍ、南北35ｍ
程度が作図納まりの観点から出題寸法となり易い。H23は、平面図３面＋梁伏図１面の合計４面＋断面図であったことから、
この４面をＡ２伴に納めるには、東西35ｍ、南北38ｍと小さい敷地図にしなければならなかったと推定する。 
 
（2）接道条件と道路幅 
接道条件は、１面接道、２面接道、３面接道がある。 
H21～H27の過去問からは、１面接道１回、２面接道５回、３面接道１回である（遊歩道は道路と見ていない）。H27は、東側
道路が歩行者専用道路（21時～翌6時まで車両通行可）であることから、２面道路であるが、車出入りの観点からは１面道路
扱いと見た方がよい。 
一般的に、２面接道以上の場合、道路幅が大きい方が主道路（主アプローチ）となり、道路幅の小さい方が副道路（副アプ
ローチ）となる。H24のように道路幅が同じ場合は、敷地への接道が長い方を主道路側とする。更に、主アプローチは利用
者側の動線、副アプローチは管理者側の動線とするのが、動線交錯を防止する点から一般的な考え方である。  
 
（3）周囲環境条件 
周辺環境条件は、建物からの眺望やプライバシーなどから、過去問条件を以下のように分けることができる。 
①眺望最良：川（H22）、湖（H25）、渓流（H26） ・・・いずれも南側に配置されている 
②眺望良好：公園 ・・・H25を除く全ての年度で公園が配置されている 
③眺望普通：樹林（H25、H26） 
④プライバシー若干注意：一戸建て住宅（H21、H24）  ・・・いずれも南側配置 
⑤プライバシー注意：商業施設（H21、H27）、病院（H23）、企業保養所（H25） ・・・北配置３回、西配置１回 
⑥プライバシー要注意：集合住宅（H21、H22、H23、H24、H27） ・・・南を除く全ての方位で配置 

上記の過去問傾向を分析すると、出題者の意図が見えてくる。計画上重要な方位となる南側は、①眺望最良の川・湖・渓流

と、②眺望良好の公園であり、若干悪い場合でも④プライバシー若干注意の一戸建て住宅となっている。この南側眺望への

配慮を重視する傾向は、今後も続くものと予測できる。 
 
（4）方位 
方位は、Ｎ方位と縮尺である。 
Ｎ方位は、過去問全てで真北（上）がＮとなっている。 
縮尺は、過去問として1/1000～1/2000で出題されている。H21～H27における縮尺別の出題回数は、1/1500が３回、
1/1200が２回、1/1000が１回、1/2000が１回となっている。縮尺が1/1000であれば、ここを利用して建築可能範囲やイメー
ジゾーニングができる。それ以外の縮尺では、エスキス用紙に1/1000で書き直して検討することとなる。 

 

２．「1.敷地及び周辺条件」の敷地図について 
H28の敷地図は、南側を公園とした北側が主道路、西又は東側が副道路となる敷地（50ｍ×35～37ｍ程度）と推定する。 
 
１．敷地規模について 
敷地規模は、1,750㎡（50ｍ×35～37ｍ）になるのではないかと予測する。 
市販書籍の敷地は、１例を除くとほぼ1,800㎡前後であり、横50ｍは６例、縦36ｍは４例であった（表１参照）。直近過去４年間の出
題も下記の通りである。H28は、H27に引き続き、平面図３面での出題である。この横50ｍ縦35ｍは、Ａ２伴試験用紙に平面図３面
を書く場合ベストサイズとなる。また、平面図３面は、従来の平面図２面と梁伏図がある出題に比較すると時間を要することとなる
（梁伏図１面より３階平面図１面を書く方がエスキスも作図も時間がかかる）。従って、配置図をH21のように台形等複雑な形状にす
ると、とても時間内に作図が完成しない試験となりかねない。その点も考慮すると、この敷地規模は、ほぼ標準の50ｍ×35～37ｍの
1,750㎡、1,800㎡、1,850㎡程度となると推定する。 
【直近過去問４年間の敷地規模】 
H27：1,750㎡、50ｍ×35ｍ、H26：1,750㎡、50ｍ×35ｍ、H25：1,800㎡、50ｍ×36ｍ、H24：1,750㎡、50ｍ×35ｍ 
 
２．南側の隣地条件について 
H28課題の南側の隣地条件は、公園と予測する。 
本計画では、保育所があることから避難や日照条件から１階南面に保育室を計画させるのがベストプランとなる。その結果、
保育室に連携させた位置で屋外遊技場を計画することとなるので、南面は屋外遊技場を計画する方向を誘導する趣旨から
も公園等の環境が出題されるものと推定できる。過去問における公園以外の環境が良好な例としては、H22河川敷、H25砂
浜、H26渓流なども考えられるが、保育所が都心部に設置されることから、やはり公園になるのではと推定する。  
 
３．道路条件について 
H28道路条件は、２面道路で主道路は北側となると推定する。 
南側が公園等の環境の良い条件であるならば、主道路は北側となる。その結果、利用者の主動線は、北から入る計画となり、
共用エントランスも北側配置となる。道路は、下記の通り過去問で２面接道が最も多いことと、南側が公園等となる可能性が
高いことから、今年は通常の２面接道が出題されるのではないかと推定する。その場合、副道路は、西か東のどちらかに配
置される。どちらとなっても、副道路からは管理用動線を取ることで、主道路の利用者との交錯を回避するのが標準解答とな
る。 
【過去問の接道条件】 
H21：３面道路、H22：２面道路（＋１面遊歩道）、H23：２面道路、H24：２面道路、H25：１面道路、H26：２面道路、 
H27：２面道路（１面は歩行者専用道路であり21時～6時まで車両通行可） 
 
４．研究会予測の敷地条件 
上記検討等を踏まえ、研究会としては、下記の通り敷地条件をH28出題課題と推定した。 
予測課題１：敷地1,800㎡（50×36ｍ）、北側主道路、西側副道路、南側公園（図１参照） 
予測課題２：敷地1,800㎡（50×36ｍ）、北側主道路、東側副道路、南側公園（図２参照） 
予測課題３：敷地1,750㎡（50×35ｍ）、北側主道路、東側副道路、南側公園（図３参照） 
 

 
 

表１　H28市販書籍の敷地条件

規模 横 縦 東 西 南 北

（㎡） （ｍ） （ｍ）

対策課題１ 1,850 50 37 2,300 ～ 2,800 道路 駐車場 公園 道路

対策課題２ 1,800 50 36 2,600 ～ 3,000 住宅 道路 公園 道路

対策課題３ 1,850 50 37 2,100 ～ 2,600 道路 美術館 公園 道路

対策課題４ 1,800 50 36 2,300 ～ 2,800 道路 住宅 公園 道路

早期課題１ 1,800 50 36 2,000 ～ 2,500 住宅 道路 公園 道路

課題① 1,728 48 36 1,900 ～ 2,300 道路 駐車場 公園 道路

課題② 1,504 47 32 1,800 ～ 2,200 住宅 道路 道路 住宅

課題③ 1,850 50 37 2,000 ～ 2,500 道路 住宅 公園 道路
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（3）２．建築物（1）本文

 
過去問（H21～H27）に関する「２．建築物（1）本文」の分析結果 
「２．建築物（1）本文」は、H21を除くと（1）構造・階数等、（2）床面積の合計、（3）要求室での出題である。H21は、これに
（4）機械式駐車場が追加されている。ここでは、本文となる（1）構造・階数等、（2）床面積の合計について解説する。 
 
（1）構造・階数等 
構造・階数等は、構造種別と構造規模の指示が書かれている。 
 
構造種別は、H22以前とH23以降とで指示の内容が異なっている。 
H22以前：鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの併用とし、・・・。なお、梁については鉄骨造としてもよい。 
H23以降：構造種別は自由とし、・・・。 
H27は、「構造種別は自由とし、・・・。なお、建築物には基礎免震構造を採用する。」となっている。 
今後の出題パターンとしては、H23以降の「構造種別は自由・・・」という形式になると推定する。 
従って、構造種別の選択は自由であるが、一般的には耐久性、耐火性、経済性、遮音性等から鉄筋コンクリート造を採用す
るのが妥当である。無柱空間等による大スパンの梁を計画する場合は、軽量化を図る点から鉄骨造にするか、同じ構造種
別による利点を生かしてプレストレストコンクリート造にするかの選択となる。 
 
構造規模（階数の指定）は、下記①～③の出題であった。 
①地上２階建て（H22、H24、H25、H26）、②地上５～７階建て（H21、H23、H26）、③地階がある場合（H21、H24） 
 
（2）床面積の合計 
床面積の合計は、床面積の指定範囲と床面積の算定条件が書かれている。 
この床面積の指定範囲は、範囲外になってしまうと「重大な不適合」となり、ランクⅣになる。特に、H27は、ＥＶの算定条件
が複雑化しており、かなりの受験生が床面積の計算表を間違えたと想定する。ただし、この面積表の間違いは、指定範囲に
収まっている条件ならば、算定ミスが大きな減点にならなかったと推定する（合格図面の検証結果）。  
 
床面積の指定範囲は、「床面積の合計は、**㎡以上、**㎡以下とする。」という形式である。 
これに、地下１階がある場合は、この文章の前に、「地下１階を除く・・・」という文面が入る（H21、H24）。 
２階建ての課題での床面積の指定は、H22、H24、H26が1,800㎡以上、2,200㎡以下となっている。H25のみ1,500㎡以上、
1,800㎡以下であった。床面積の指定範囲は、300～400㎡である。 
７階建てのH21は、5,200㎡以上、5,800㎡以下であり、５階建てのH23は3,400㎡以上、4,000㎡以下、H27は2,600㎡以上、
3,100㎡以下であった。床面積の指定範囲は、500～600㎡である。 
 
床面積の算定条件は、 H26以前「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、屋外階段等は、床面積に
算入しないものとする。」という定型文であった。この形式であれば、特に注意する必要もなく間違えるということもない。ただし、H27
では、次のような算定条件で出題されたので、非常に難しい床面積の算定であった。 
 
【H27算定条件の考察】 
H27の床面積の算定条件は、次のとおり出題された。 
 ① ピロティ、搭屋、バルコニー、屋外階段及びエレベーターシャフトは、床面積に算入しないものとする。 
 ② 住宅部門（3～5階）の共用の廊下、エレベーターホール及び階段は、床面積に算入しないものとする。 
この条件は、上記青字部分が従来の算定条件と異なる。 
①は、全階数での算定条件であり、「エレベーターシャフト」を除く指定である。また、②は、3～5階の算定条件であり、「共
用の廊下、エレベーターホール、階段」を除く指定である。 
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の面積は、面積から除かな
いといけない。また、この課題では、２階機能訓練室の「食事は１階レストラン厨房で調理する。」という条件があり、更に「パ
ントリー、小荷物専用昇降機を設けてもよい。」という文面まで用意されていることから、多くの受験生は小荷物専用昇降機
を計画したものと推定される。この小荷物専用昇降機もエレベーターであるので、床面積から除外する必要がある。  
３～５階は、「共用廊下、エレベーターホール及び階段」の床面積を除外することとなるが、この条件にＰＳ、ＥＰＳが入ってい
ないことから、共用廊下にＰＳ、ＥＰＳがある場合は、これを床面積に算入する必要がある。特に、屋上に各種設備機器（空調
室外機、キュービクルなど）を計画した場合、ＥＰＳを各階同位置とする方が良いことから、階段やエレベーター近傍に計画
することも多く、この共用廊下内にＥＰＳがある計画とした方も多いと想定する。その場合、共用廊下の床面積は除くが、ＥＰ
Ｓの床面積は加算しなければならない。 
・・・研究会が入手した図面復元図では、多くの方が面積表を間違えていた。ただし、その中に合格者もいたので、ここは多
くの受験生が間違えたことから、減点数を少なくしたものと想定される。 

 
H28の「２．建築物（1）本文」は、例年通り（定型文）の構造種別と階数、床面積範囲であると推定する。 
参考まで研究会の予測課題３の「建築物（1）の本文」を以下に示す。 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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、2,400㎡以下とする。 
    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。 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
構造種別は、例年「自由」であり、H28も同様になると推定する。この場合、公共的な建物であることから鉄筋コンクリート造が妥当と
判断できる。 
階数は、公表された設計課題により３階建てで出題される。 
過去問H21～H27までの課題では、３階建ての出題がないが、それ以前の類似課題として下記３階建てがある。 
・H15：保育所のある複合施設 ⇒３階建て（2,200～2,700㎡） 
・H19：子育て支援施設のあるコミュニティセンター ⇒３階建て（2,000～2,500㎡） 
予測課題１～３は、上記を参考にしつつ、床面積の合計を2,000～2,600㎡の中で設定した。 
床面積の算定では、算入しない条件も書かれる。一般には上記表現となるが、H27はＥＶ面積除外等が出題され、非常に複雑な
計算を要する問題となった。H27は、右下に詳細な解説をしたので、参考にして頂きたい。 
 
床面積の合計では、計画の目標㎡数及びそれに基づく各階の建物規模を想定することとなる。ここでは、簡単に目標㎡数を決定
し、更に各階の床面積も簡単に想定できる方法を紹介する。この方法を知って頂くと、ここの床面積を見た瞬間に、目標㎡数を決
定し、更に本計画の１階、２階、３階のプラン規模が想定できるようになる。 
 
目標㎡数は、床面積の上限値から100㎡を引いた数値とする。 
多くの書籍では、目標㎡数の出し方として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
ンター標準解答例は上限に近い数値であり、計算時間を割愛することと、床面積が大きい方が計画し易いことから、上限-100㎡を
目標床面積にすると良い。なお、万一エスキスで床面積がオーバーしてしまった場合、テラス、ピロティ、吹抜けなどで減少させるこ
とができる（修正テクニック）。 
 
各階プラン規模の想定は、42ｍ×21ｍ＝882㎡を基本に考えて、ここからどう納まるかを検討すると瞬時に１階、２階、３階の
プラン面積が想定できる。大前提として、柱割りは、柱への構造負荷及びプランの決定のし易さ等から７ｍ×７ｍを基本とす
る（状況により７ｍ×６ｍも可）。敷地がほぼ50ｍ×35ｍ等で出題されているので、その中に整形で建物周囲外構の離隔を考
慮すると、42ｍ×21ｍはベスト建物となる。また、これは、７×７ｍグリッドなら横６コマ、縦３コマのスパン割りであり、７×６ｍ
グリッドなら７×３スパン割りとなる。 
・7×7ｍグリッド（南面６スパン）：6×3コマ＝18コマ（42ｍ×21ｍ＝882㎡） ・・・図１参照 
・7×6ｍグリッド（南面7スパン）：7×3コマ＝21コマ（42ｍ×21ｍ＝882㎡） ・・・図２参照 
更に、これは１フロアが882㎡であり、３階建てなら882×3＝2,646㎡が基本となる。ここから、吹抜けや屋上広場などの削減
面積（１コマ約50㎡マイナスで、どの程度のコマ数を削減すると範囲内になるか）を考慮すると、瞬時に出題課題の床面積
内に納まるかが分かることとなる。 
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図１ ７×７ｍグリッド（南面６スパン） 図２ ７×６ｍグリッド（南面７スパン） 



（4）２．建築物（2）要求室一覧表

 

過去問（H21～H27）に関する「２．建築物（1）要求室一覧表」の分析結果 
要求室の一覧表は、表の左から（1）設置階又は部門、（2）室名、（3）特記事項、（4）床面積となっている。 

 
（1）設置階又は部門 
表の一番左は、設置階又は部門の２パターンで出題される。 
２階建ては「部門」となり、５～７階建ての基準階があると「設置階」になる傾向が見られる。「部門」は部門名だけとなり、「設
置階」は階数が書かれている。 
 
（2）室名 
表の左から二番目は、室名である。 
この室名は、各年度の課題により様々な要求室が出題される。その中でも毎年出題のある室名は、エントランスホール（名
称：玄関ホール含む）、事務室（名称：施設管理室、守衛室含む）、設備スペースである。 
 
（3）特記事項 
特記事項は、室名に対する条件が書かれている。この条件には次のようなパターンがある。  
・利用目的：外部からの利用に配慮する、講演会等に利用する、施設全体の管理を行うなど 
・計画室指定：風除室を設ける、厨房を設ける、台所、浴室、便所を設ける、受付カウンターを設けるなど  
・人数指定：30人程度が利用できる、4人分の事務スペースを確保するなど 
・㎡数指定：吹抜け（約100㎡）を設ける、2室（約6㎡/1室）を設けるなど 
・高さ指定：無柱空間とし天井高さ5.0ｍ以上とする、天井の平均の高さは5ｍ以上とするなど 
・機器等指定：大便器を5器、小便器を10器設ける、パソコン10台設けるなど 
・階指定：各階に設ける、設置階は地下１階とするなど 
・記載指定：テーブル、椅子等を設ける 
・搬入指定：食事はレストランの厨房で調理する、小荷物専用昇降機を設けてもよいなど 
 
（4）床面積 
表の一番右の床面積は、「約**㎡」などのように㎡指定される場合と、「適宜」で書かれている2パターンである。 
ここで注意したいのは、表の右の床面積は、H21以降全ての指定が「約**㎡」となっているが、特記事項の指定では「**㎡
以上」もあるので、注意を要する。この「約」の解釈は、その指定面積の±10％以内を目安として、10％を超えると減点対象
になると推定する（特に下限値を切ると大きな減点と推定）。 

「適宜」については、受験者が㎡数を決定する。この適宜の床面積は、スピード重視から算定係数ではなく、事務所、休憩

所、更衣室などの諸室を全て20㎡にして概算値を求めても良いと考えている。なお、「4.製図会員講座」の「2章 要求室の

床面積算定」では、H21以降のセンター解答図の全ての床面積を一覧表にまとめているので、参考にして頂きたい。  

 
H28の「２．建築物（2）要求室一覧表」は、市販書籍の予測課題を分析した結果（表１参照）による要求室と、H21～H27の
過去問での予測し難い要求室（表２参照）から研究会推定の予測し難い要求室を組み込んだ次頁予測課題３の要求室が
出題されるのではないかと推定する。研究会は、試験元である公益財団法人建築技術教育普及センター（以下、センターと言う）
は、どのように試験課題を作成しているかを推定した。 
・一般常識的に考えて、センターの試験課題が、あまりに難しいと時間内に解答することが困難なものとなる。 
・他方、試験課題が資格学校Ａ社、Ｂ社の予測課題に、あまりに類似していると、それは問題となる。 
・平成27年度の製図合格者3,774名の内、Ａ社の合格占有率は約57％、Ｂ社は約30％、その他は約13％である。 
・９割弱の合格者がＡ社、Ｂ社の資格学校へ通学している現状から、その両社についてセンターは把握する必要がある。 
・Ａ社、Ｂ社の通学時の資料に類似させることは、通学しない方との平等性の観点から問題である（入手可能性も？）。 
・Ａ社、Ｂ社が学習し、更に両社に通学しない方も入手可能なものに、Ａ社、Ｂ社販売の一般書籍（試験対策書）がある。 
以上から研究会としては、センターが試験課題を作成する場合、次の通りに行っているのではないかと推定する。 
（1） 一般書籍（Ａ社・Ｂ社）の内容を把握し、その内容を50％程度類似させると推定。 
（2） 残り50％程度は予測し難い内容を組込むように作成していると推定。 
 
上記（1）と（2）であれば、上述した様々な要因が全て解決する。８月中旬に販売されるＡ社、Ｂ社の一般書籍（試験対策書）は、そ
の中に本年度の予測課題があり、両社に通学する方は最初に学習する。また、通学しない方も一般書籍として購入できるので、平
等性の観点からも問題ない。Ａ社、Ｂ社の一般書籍には、毎年約３種類程度の予測課題が同梱されているので、この内容も含め、
ある程度類似させることで、受験者全員がそれなりに解答できる試験課題となる。本件について裏付け調査を「平成26年度 温浴
施設のある道の駅」により行った結果、Ａ社、Ｂ社とも同じような内容の要求室や諸条件が、センター試験課題にも出題されていた。
この点は、平成27年度も同じような傾向が見られた。単に、両社の分析予測が優れているとも言えるが、それだけでは説明しえな
いほど、類似点が多々あった。 
しかしながら、試験元としては、一般書籍等の予測課題と類似し過ぎるのも問題となる。従って、ある程度を類似させるが、予測し
難い内容を盛り込まないといけない。この点について「平成27年度 市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅」のセン
ター試験課題を見ると、予想し難い内容として下記のような条件が出題されている。 
・敷地は駅から約200ｍの商店街の一角に配置され、その連続性を重視した設計をする指示があること。 
・ディサービス＆高齢者向け集合住宅とは異なる「レストランとギャラリー」があり、商店街との連続性を配慮する課題であること。 
・東側道路は歩行者専用道路であり、21時～翌6時まで車両通行可であること。 
 
研究会としては、上記を踏まえて80％以上の的中率を目標に予測課題を作成し、特に予測課題３が本試験に出題されると推定し
ている。次頁に予測課題１～３を示すので、参考にして頂きたい。 
 
更に、ここでは、予測課題３の要求室一覧表を利用して、各要求室の階振り、面積出し、床面積合計及びグリッドの決定法につい
ても詳細に解説する。試験開始と同時に、課題を15分で読み終えて、この要求室一覧表に戻り、階振りからグリッド決定までを15分
使って計算した方が、その後のエスキスや計画全体の目途が立つので望ましいと考えている。その後、90分でエスキスを終了し、１
時間で記述、３時間で作図、最後の30分を見直しの手順がベストな時間の使い方である。 

表２　過去問H21～H27の予測し難い内容（H28は推定）

課題 試験での予測し難い内容

H21　貸事務所ビル

（１階に展示用の貸スペース、基準階に

一般事務用の貸スペースを計画する。）

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

（通所リハビリテーショ ンのある

地上５階建ての施設である。）

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

（段床形式の小ホールのある施設である。）

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）
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

（基礎免震構造を採用した建築物である。）

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

（保育所、児童館・子育て支援施設）

【推定】
①　共用部門に課題と関係のないレストラン（食事を保育所、子育て部門へ供給）
②　共用部門に課題と関係のない防災備蓄倉庫
③　エントランスホールへの1階～3階の空間の連続性を考慮した30㎡以上の吹抜け
（④　屋外遊戯場、屋上広場・・・予測課題２と同じ）

表１　H28市販書籍の予測課題の要求室等比較 は本試験で採用されると研究会が推定する類似項目

吹抜け

乳児室 ほふく室 保育室 幼児便所 遊戯室 食事室 調理室 事務室 更衣室 医務室 ロビー その他 プレイルーム 子育てルーム 図書室 集会室 相談室 情報コーナー 事務室 ロビー その他 エントランス 事務室 更衣控室 設備室 その他 （㎡）

試験課題 研究会予測
適宜

（調乳室・沐

浴室）

適宜 40×4 適宜 100
（保育室

に含む）
適宜 3人 適宜 適宜 適宜 -

200

6ｍ以上
適宜 100 80

適宜

3室

（子育て

ルームに

含む）

3人 適宜
休憩室

静養室

適宜

吹抜け
5人 適宜 適宜 - 適宜

対策課題１
適宜

（調乳室・沐

浴室）

適宜 40×4 適宜 40人 40人 適宜 4人 適宜 適宜 適宜 -
適宜

6ｍ以上
20人 100 60×2

適宜

3室
－ 3人 － 音楽室

適宜

吹抜け
5人 － 適宜

レストラン

ギャラリー
60

対策課題２
5人

（調乳室・沐

浴室）

5人 15人×2 適宜 120 40 20 5人 適宜 適宜 適宜 - 160 適宜 160 80 - 80 - 40
創作室

研修室
- 4人 適宜 適宜 カフェ -

対策課題３ 5人 5人 15人×2 適宜
160

5ｍ以上
30 適宜 3人 適宜

事務室

に含む
適宜 -

適宜

5ｍ以上
適宜 80 80

適宜

2室
- 適宜 20人

休憩室
ボランティア

適宜 5人 適宜
適宜

電気室
カフェ -

対策課題４ 20人×4 適宜 40人
（遊戯室

に含む）
適宜 8人 - 適宜 適宜

調乳室

沐浴室

200

6ｍ以

上

適宜 100 100 25×2 - 30 -
休憩室
ボランティア

適宜

吹抜け
3人 適宜

適宜

電気室
- 適宜

早期課題１ 20 20 35×4 適宜
150

5ｍ以上

（保育室

に含む）
30 適宜 適宜 相談室

200

5ｍ以上
50 100 100 30 適宜 - 適宜

託児室

研修室

適宜

吹抜け
35 適宜 適宜 休憩室 適宜

課題①
30

（調乳室・沐

浴室）

20 50×4 適宜 80 - 25 30 - 適宜 適宜 教材庫
200

6ｍ以上
50 160 80 25×2 適宜 35 適宜

休憩室

静養室
-

課題② 40 30 40×4 適宜 60 - （30）
管理部門に含む

40 -
（事務室

に含む）

適宜

吹抜け

展示

遊具庫

120

6ｍ以上
40 80 - 20×2 60 - 適宜

研修室
スタディ室

（児童館

に含む）
40 適宜 適宜 - 適宜

課題③ 30 20 16人×4 適宜 100
（保育室

に含む）
40 50 - 適宜 適宜 -

200
4.5ｍ以上

80 80 - 20 - 適宜 適宜
幼児室

静養室

適宜

吹抜け
30 - 適宜 喫茶室 30

Ａ社書籍

乳児・ほふく室

8人

Ｂ社書籍

60

（更衣室含む）

児童館・子育て施設部門に含む

保育所部門 児童館・子育て施設部門 共用・管理部門

課題名

要求室



 
要求室一覧表の解説 
要求室は、一覧表として部門、室名、特記事項、床面積が示される。 
 
「部門」は、保育所部門、児童館部門、子育て支援部門、共用部門の４部門の構成とした。この
他の出題可能性としては、「児童館・子育て支援部門」と一部門にした３部門の構成パターンも
考えられる。 
 
「室名」は、各部門ごとに一般的な要求室を取りまとめた。ただし、事務所など管理部門となるも
のも各部門内に組込んでいるので、各部門の中の要求室は、利用者ゾーンと管理者ゾーンに
分ける必要がある。 
 
「特記事項」は、留意すべき事項について書いている。「無柱空間」や「屋外遊技場との動線」な
どの条件や、特記事項の中に記載された要求室（調乳室、厨房）などを示した。 
 
「床面積」は、指定面積として４つの要求室がある。それ以外は全て「適宜」である。H27の課題
も指定面積は４つであり、それ以外は全て「適宜」で出題された。最近は、大部分が適宜であり、
受験者が自ら床面積を設定しないといけない。 
 
その他の事項として、便所、倉庫及び設備計画がある。 
H24から便所及び倉庫については、「適切に計画する」となった。このことは、便所及び倉庫を
計画していないと減点されると解釈した方が良い。 
設備計画については、2,000㎡を超えることから消火設備ポンプ室は必ず必要であり、それによ
り非常用自家発電機（屋上で良い）が必要になる。その他、空調設備（空調室外機等）、給水設
備（受水槽等）、給湯設備（マルチ給湯機等）が必要となる。 
 

 
要求室一覧表の解説 
要求室は、一覧表として部門、室名、特記事項、床面積が示される。 
 
市販書籍の保育所部門で、８例共に出題されている要求室は、「乳児室、ほふく室、保育室、
幼児便所、遊戯室、調理室、事務室、医務室、ロビー」である。これらは、全て予測課題２に取
り込んだ。更に、食事室があるのは３例で、保育室や遊戯室に含まれる場合が３例、ない場合
が２例であることから、予測課題２では「保育室に含む」とした。また、更衣室があるものが４例
であったので、「更衣室」も要求室とした。 
 
市販書籍の児童館・子育て支援施設部門で、８例共に出題されている要求室は、「プレイルー
ム、子育てルーム、図書室」である。これらは、全て予測課題２に取り込んだ。更に、集会室は６
例、相談室は７例、事務室５例、ロビー６例、情報コーナー４例、があったので、それらも組み込
んだ。その他として、休憩室が３例、静養室が２例、研修室が２例あり、研修室は集会室と同類
として、「休憩室」と「静養室」を組込んだ。 
 
市販書籍の共用管理部門は、事務室が全てで出題されている。これは、施設入口のエントラン
スホールの管理として事務室（案内カウンター含む）を設けて、保育所部門へは、更に扉を介
して入る計画となっている。児童館・子育て支援施設部門は、この共用管理部門のエントランス
ホールから直接エレベーターで２階、３階へ行けるように計画されている。予測課題２では、同
様に「エントランス、事務室、更衣控室、設備室」を計画した。 
 
「吹抜け」は、市販書籍で５例あったので、予測課題２でも組み込んだ。 
 
上記要求室は、市販書籍（Ａ社、Ｂ社）の計８例の分析からの推定であるが、H26年度、H27年
度の分析から、本試験で約50％（実際はそれ以上）の確率でこれらが出題されるものと推定で
きる（ここはしっかり理解しておきたい）。 

部門 室　名 床面積

・保育所部門は１階に計画し、上足又は裸足での利用とする。

・児童館・子育て支援施設部門は２階及び３階に計画する。

・共用部門は１階に計画する。

遊戯室 ・ステージ、倉庫を設ける。 約100㎡

・２歳～５歳児用に各１室（約40㎡）を設ける。 各約40㎡

・屋外遊技場との動線に配慮する。 計約160㎡

乳児室 ・0歳児、1歳児を対象とし、調乳室、沐浴室を設ける。 適　宜

ほふく室 ・1歳児を対象とし、5人が利用できるようにする。 適　宜

医務室 適　宜

調理室 ・食事は各保育室へ提供する。 適　宜

事務室（2） ・３人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

保育士室 ・４人分のスペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

更衣室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

幼児用便所 ・男女兼用とする。 適　宜

保育所ロビー ・ベビーカー置場を設ける。 適　宜

・天井高は６ｍ以上とする。

プレイルーム ・無柱空間とする。 約200㎡

・屋外広場と一体的に利用できるようにする。

・交流スペース（約100㎡）を設ける。

子育てルーム ・情報コーナー（約30㎡）を設ける。 適宜

・ベビーカー置場を設ける。

図書室 約100㎡

集会室 約80㎡

相談室 ・３室設ける。 適　宜

静養室 適　宜

事務室（3） ・３人分の事務スペースを設ける。 適　宜

休憩室 適　宜

ロビー ・設置階には、受付カウンターを設ける。 適　宜

エントランスホール ・風除室を設ける。

・吹抜けを設ける。

・ベビーカー置場及び受付カウンターを設ける。

事務室（1） ・５人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

更衣室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

・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。

保育室

適　宜
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要求室一覧表の解説 
要求室は、一覧表として部門、室名、特記事項、床面積が示される。 
 
各要求室については、市販書籍を参考にした予測課題２に準拠している。 
更に、予測し難い内容として、下記内容を組込んで予測課題３の要求室とした。 
① エントランスホール：1階から３階まで30㎡以上の吹抜けを設ける。 
② レストラン：40人程度利用、外からもエントランスホールからも利用、厨房から 
  保育所部門と児童館・子育て支援施設部門へ供給する。 
③ 防災備蓄倉庫：内部及び外部からの利用に配慮する。 

部門 室　名 床面積

遊戯室 ・幼児向けの遊戯室とする。 約80㎡

・２歳～５歳児用に各１室（約40㎡）を設ける。

・食事は、レストランの厨房で調理する。

・屋外遊技場との動線に配慮する。

乳児・ほふく室 ・0歳児、1歳児を対象とし、調乳室、沐浴室を設ける。 適　宜

医務室 適　宜

幼児用便所 ・男女兼用とする。 適　宜

保育所ロビー ・ベビーカー置場を設ける。 適　宜

・天井高は６ｍ以上とする。

プレイルーム ・無柱空間とする。 約150㎡

・屋外広場と一体的に利用できるようにする。

・交流スペース（約80㎡）を設ける。

・ベビールーム、相談室を設ける。

・談話兼情報コーナーを設ける。

・下足箱、ベビーカー置場を設ける。

子育て集会室 ・子育て支援の会議等に利用する。 約80㎡

図書室 ・児童を対象とする。 約80㎡

多目的室 ・食事をする場合は、レストランの厨房で調理する。 適　宜

静養室 ・プレイルームの設置階に計画する。 適　宜

事務室 ・各階に計画し、受付カウンターを設ける。 適　宜

更衣控室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

施設長室 ・机、いす、ソファーを設ける。 適　宜

・保育所部門及びレストランの職員も利用する。

・湯沸室を設ける。

ロビー ・受付カウンターを設ける。 適　宜

・風除室を設ける。

・１階から３階まで30㎡以上の吹抜けを設ける。

・ベビーカー置場及び受付カウンターを設ける。

・40人程度が利用できるようにする。

・テーブル、いす等を設ける。

・厨房を設け、保育所部門と児童館・子育て支援施設部門

　への食事も供給する。

・エントランスホールから利用できるようにする。

・地域住民も外部から直接利用できるようにする。

・６人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。

・保育所部門の保育士事務室も兼ねる。

更衣室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

防災備蓄倉庫 ・内部及び外部からの利用に配慮する。 適　宜

・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。

適　宜

計約160㎡保育室

適　宜

適　宜

適　宜

職員休憩室 適　宜
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エントランスホール

レストラン

事務室兼保育士室

子育てルーム

部門 室　名 床面積

・保育所部門は１階又は２階に計画し、上足又は裸足での利用とする。

・児童館部門、子育て支援部門は２階又は３階に計画する。

・共用部門は１階に計画する。

遊戯室（1） ・直径10ｍの円が入る無柱空間とする。 約150㎡

・２歳～５歳児用に各１室を設ける。 各約35㎡

・屋外遊技場との動線に配慮する。 計約140㎡

乳児・ほふく室 ・0歳児、1歳児を対象とし、調乳室、沐浴室を設ける。 適　宜

医務室 適　宜

相談室（1） 適　宜

・２歳～５歳児50人程度が利用し、テーブル・椅子を設ける。

・厨房を隣接させる。

事務室（1） ・４人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

保育士室 ・４人分のスペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

更衣室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜

幼児用便所 ・男女兼用とする。 適　宜

エントランスホール（1） ・ベビーカー置場を設ける。 適　宜

遊戯室（2） ・直径10ｍの円が入る無柱空間とし、天井高６ｍ以上とする。 約200㎡

児童クラブ室 適　宜

調理室 ・児童クラブ室に隣接させる。 適　宜

相談室（2） 適　宜

図書室 適　宜

工作室 適　宜

事務室（2） ・４人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

便所 ・男性用便所及び女性用便所を設ける。 適　宜

エントランスホール（2） 適　宜

・乳児・ほふくコーナー、遊戯コーナーを設ける。

プレイルーム ・調乳室を設ける。 約100㎡

・男女兼用の幼児用便所を設ける。

・子育て支援の交流会等の場とする。

・プレイルームに隣接させて設ける。

事務室（3） ・４人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。 適　宜

エントランスホール（3） 適　宜

・各部門へは共用ホールを経由してアプローチする。

・風除室を設ける。

・30㎡以上の吹抜けを設ける。

・ベビーカー置場及び受付カウンターを設ける。

・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。
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共用ホール

保育室

食堂 適　宜

適　宜

特記事項

交流室 適　宜

表１ 予測課題１の要求室一覧表 表２ 予測課題２の要求室一覧表 表３ 予測課題３の要求室一覧表 



要求室の「階振りと面積出し」の基本的な考え方

部門別の階数の振分けは、大きく分けると図１と図２の２通りとなる。

３階 ３階

２階 ２階

１階 １階

・通常ＥＶは２ヶ所 ・通常ＥＶは３ヶ所

児童・子育部門

児童・子育部門児童・子育部門

児童・子育部門

図２　１階と２階保育所部門図１　１階保育所部門

共用部門 保育所部門 共用部門

保育所部門

保育所部門

 
「課題読み」が終了したのち、課題文の要求室の一覧表（左右の開いているスペース）を使って各室の床面積求め、階想定と合計床面積を計算する。この床面積が設計条件「2,000㎡以上、2,400㎡以下」で概ね納まるかは、ここでチェックする。 
下記は、予測課題３の一覧表である。これを活用して、階振り、要求室の面積出し、その合計から床面積合計の出し方、更に７×７ｍグリッド（又は７×６ｍグリッド）のコマ数の算定の仕方を理解する。 
階振り（階想定）は、左の空欄を利用して、1階、2階、3階で振り分ける。第1候補に〇、第2候補に△をして、最終的には階の床面積合計が納まるかどうかで微調整を掛ける。 
要求室の面積出しは、右の空欄をして、指定㎡数のあるものはその数値を、「約」であるならば、その指定数値の上下10％以内で決定する。「適宜」の㎡数は、一般に、その要求室に関する算定係数を乗じて求める（会員講座「７章要求室の床面積算定」参照）。ただし、医務室、相談室、保育室、事務
室等は、この段階で20㎡程度と想定して記載すると良い。この床面積合計の算出は、床面積（ここでは2,000㎡以上、2,400㎡以下）に対して、廊下等を加味した1.3倍の合計床面積に納まっているかを確認する目安である。この段階では、各室の床面積を詳細に求めるよりもスピードを重視すると割り
切って概算値を求めた方が良い。要求室の適宜に関しては、受験者に面積を決定させるという主旨であり、その想定面積がよほど可笑しくなければ減点にならないものと推定する。 
更に、ここでは、階床面積に対して1.3倍（廊下等分）を乗じた数値からグリッドの決定要因となる最小コマ数を出しておく。この最小コマ数の出し方は、1.3倍した階ごとの合計面積に対して、7×7＝49㎡、7×6＝42㎡で除して、それぞれの「最少コマ数」を出すというものである。この最小コマ数は、次の
エスキスでグリッドを7×7ｍ、7×6ｍのどちらとするかの決定要因となる。グリッドは、階段納まり及び柱１本当たりの妥当な構造負荷等から７×７ｍグリッドを優先し、７×６ｍグリッドも同時に検討するというものである。また、１グリッドを１コマとして考えると、エスキスし易いというメリットもある（プレイルーム
150㎡指定なら７×７ｍグリッドで３コマ使用等）。 

階想定 階㎡数
１階 ２階 ３階 部門 室　名 床面積 １階 ２階 ３階
○ 遊戯室 ・幼児向けの遊戯室とする。 約80㎡ 80

・２歳～５歳児用に各１室（約40㎡）を設ける。

○ ・食事は、レストランの厨房で調理する。 160
・屋外遊技場との動線に配慮する。

○ 乳児・ほふく室 ・0歳児、1歳児を対象とし、調乳室、沐浴室を設ける。 適　宜 40
○ 医務室 適　宜 20
○ 幼児用便所 ・男女兼用とする。 適　宜 30
○ 保育所ロビー ・ベビーカー置場を設ける。 適　宜 80

・天井高は６ｍ以上とする。

○ プレイルーム ・無柱空間とする。 約150㎡ 150 上150
・屋外広場と一体的に利用できるようにする。 外80
・交流スペース（約80㎡）を設ける。

・ベビールーム、相談室を設ける。

・談話兼情報コーナーを設ける。

・下足箱、ベビーカー置場を設ける。

△ ○ 子育て集会室 ・子育て支援の会議等に利用する。 約80㎡ 80
○ △ 図書室 ・児童を対象とする。 約80㎡ 80
○ △ 多目的室 ・食事をする場合は、レストランの厨房で調理する。 適　宜 80
△ ○ 静養室 ・プレイルームの設置階に計画する。 適　宜 20
○ ○ 事務室 ・各階に計画し、受付カウンターを設ける。 適　宜 20 20
○ △ 更衣控室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜 20
○ △ 施設長室 ・机、いす、ソファーを設ける。 適　宜 20

・保育所部門及びレストランの職員も利用する。

・湯沸室を設ける。

○ ○ ロビー ・受付カウンターを設ける。 適　宜 100 100
・風除室を設ける。

○ ・１階から３階まで30㎡以上の吹抜けを設ける。 80 吹30 吹30
・ベビーカー置場及び受付カウンターを設ける。

・40人程度が利用できるようにする。

・テーブル、いす等を設ける。

・厨房を設け、保育所部門と児童館・子育て支援施設部門

　への食事も供給する。

・エントランスホールから利用できるようにする。

・地域住民も外部から直接利用できるようにする。

・６人分の事務スペース、受付カウンターを設ける。

・保育所部門の保育士事務室も兼ねる。

○ 更衣室 ・職員用として男性用、女性用を各１室設ける。 適　宜 20
○ 防災備蓄倉庫 ・内部及び外部からの利用に配慮する。 適　宜 20

・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。

670 580 580
871 754 754

18コマ 16コマ 16コマ
21コマ 18コマ 18コマ７×６コマ数　（*/42）

△ ○ 160

①小計
①小計×1.3（廊下等）

合　計 2,379（目安）
「①小計×1.3（廊下等）」によるコマ数検討

７×７コマ数　（*/49）

○

○

△ ○ 20

120

20
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用

部

門

エントランスホール 適　宜

レストラン 適　宜

事務室兼保育士室 適　宜

特記事項
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保育室 計約160㎡
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子育てルーム 適　宜

職員休憩室 適　宜

階想定は、大きく部門ごとの階を想定しな

がら、各要求室がどの階に納まるかを想定

するものである。 

最有力階を○、次に有力な階を△とする。 

 

保育所部門は、ほぼ１階となる。 

その理由は、保育室が屋外遊技場と連系し

た形式となることと、避難を想定した場合、

１階の方が安全である等からである。 

もし、２階にも設置する必要がある場合は、

専用エレベータと避難用すべり台等が必要

となる。 

児童館・子育て支援施設部門は、１階が保
育所部門となるので、２階と３階で計画する
こととなる。 
高天井が指定となったプレイルームは、構
造負荷及び経済性の関連から２階と３階を
利用して計画することが望ましい。その結
果、児童館に位置付けられるプレイルーム
が２階であることから、児童館関連室を２階
にした方が利便性が高まる。その結果、子
育て支援施設は、３階が有力となる。 

共用部門は、１階となる。 

建物への入り口となるエントランスホール及

び施設管理の事務室兼保育室とその更衣

室、外部から直接利用も可能な、レストラン

と防災備蓄倉庫である。 

階㎡数は、階想定に基づき概算㎡

数を決めて、床面積合計が指定条

件内に納まるかを判断する。 

この段階では、あくまで概算であり、

スピードを重視する。従って、事務

室、医務室、施設長室、更衣室な

どは、全て20㎡として求めると早く

計算できる。 

 

プレイルームは、２階と３階吹抜け

の一体空間となるので、３階部分

の床面積も加算する。 

同様に、エントランスの３層吹抜け

や、屋外広場などその階で面積を

占めるものは、加算対象となる。 

各階の小計を求めて、階ごとに大

きな差があるようであれば、要求室

の階振りを再度検討する。 

目安としては、①小計に1.3倍した

数値が、882㎡に納まるならば推

奨グリッド７×７ｍで6×3＝18コマ

で納まると判断できる。 

求めた面積が、７×７ｍグリッド又

は７×６ｍグリッドで何コマに納ま

るかを求める。 

コマ数の考え方は、７×７ｍグリッ

ドならば、横６コマ×縦３コマの合

計18コマに納まるか、７×６ｍグ

リッドならば、横７コマ×縦３コマの

21コマで納まるかが目安となる。 



（5）３．その他の施設

30台の駐輪場（2×15ｍ） 車いす使用者用駐車場（3.5×5ｍ）

　

図１　車いす用駐車場及び駐輪場（予測課題３）

　　サービス用駐車場（2.5×5ｍ）

図２　サービス用駐車場（予測課題３）

 

過去問（H21～H27）に関する「３．その他の施設等」の分析結果 
「３．その他の施設等」は、大きく（1）屋外施設（広場等）、（2）駐車場、（3）駐輪場の３つに分かれている。 

 
（1）屋外施設 
屋外施設の出題は以下の通り。 
・H21：オープンスペース（100㎡以上、敷地周辺に開放された）、カフェテラス（喫茶室の屋外に）  
・H22：屋外創作広場（直径７ｍ、100㎡以上、アトリエ・公園・遊歩道との動線配慮） 
・H23：－ 
・H24：－ 
・H25：屋外テラス（80㎡、食堂と一体的に） 
・H26：屋外テラス（50㎡以上、レストランと一体的に） 
・H27：屋上庭園（約100㎡、２階の屋上に） 
 
共通としての屋外施設の出題は、屋外テラス（カフェテラス含む）がH21、H25、H26の３回と最も多く、次が広場がH21、H22
の２回、屋上庭園がH27の１回である。出題形式としては、次の２パターンになる。 
・要求室との連携指定 ⇒「食堂と一体的に」、「レストランと一体的に」など要求室との連携で場所を指定 
・周囲との連携指定 ⇒「敷地周辺に開放された」、「遊歩道との動線配慮」など周囲環境との連携を指定  
 
（2）駐車場 
駐車場の出題は以下の通り。 
・H21：車いす使用者用（１台）、サービス用（１台） 
・H22：車いす使用者用（２台）、サービス用（１台） 
・H23：車いす使用者用（１台）、サービス用（１台）、送迎用（１台） 
・H24：車いす使用者用（２台）、サービス用（１台） 
・H25：車いす使用者用（１台）、サービス用（１台） 
・H26：車いす使用者用（２台）、サービス用（２台） 
・H27：車いす使用者用（１台）、サービス用（１台）、送迎用（１台） 
 
駐車場は、車いす使用者用とサービス用は必ず出題される。また、H23、H27では、どちらもディサービス用の送迎車が必要
であるので、送迎用が追加となっている。台数は、それぞれ１～２台であり、年度により多少異なる。 
駐車場の計画で注意する点は、車いす使用者用の利用者動線とサービス用の管理者動線が交錯しないように計画すること
である。最も簡単な方法として、２面道路である場合、道幅の大きい道路側に車いす使用者用の駐車場を、道幅の小さい道
路側にサービス用の駐車場と分けて計画することである（諸条件で異なる）。なお、車いす使用者用の通路の有効幅は、２ｍ
とする必要があるので、柱幅を考慮すると、通路としては2.5ｍを確保する必要がある。 
駐車場（車１台）の必要寸法は以下のとおりである。 
・車いす使用者用：3.5ｍ×5.0ｍ、サービス用：2.5ｍ×5.0ｍ、送迎用：3.5ｍ×6.0ｍ 
 
（3）駐輪場 
駐車場の出題は以下の通り。 
・H21：－ 
・H22：－ 
・H23：－ 
・H24：駐輪場（20台） 
・H25：駐輪場（10台） 
・H26：－ 
・H27：駐輪場（10台） 
 
駐輪場は、上記のとおり３回の出題があり、最近は良く出題されている。 
H24、H25、H27の駐輪場は、いずれも施設利用者のための出題である。つまり、道幅の大きい道路側から利用者アプロー
チとするのが一般的なので、そちらからの動線がよいと考えられる。ここで注意しなければならないことは、下記２点である。  

・自転車としての通路は、専用として駐輪場までの動線を確保する（道路からの直接駐輪は減点対象と推定）。 
・その自転車通路は、車いす利用者の動線と交錯しないようにする（道路から駐輪場までは専用通路とする）。 
駐輪場（自転車１台）の必要寸法は以下のとおりである。 
・自転車１台の駐輪場：0.5ｍ×2.0ｍ 

 

 
H28の「３．その他の施設」は、市販書籍の予測課題を分析した結果、屋外遊技場が８例、屋外広場が６例あった。この点は、
保育室には屋外遊技場の設置が義務付けられるので、屋外遊技場は出題される。また、児童館の特性から、２階以上で屋外広場
との連携も、常識的に必要であると想定できる。従って、研究会の予測課題１～３では、全てにおいて屋外遊技場と屋外広場を計
画している。H28の課題でも、この点は出題されるものと推定する。 
 
駐車場は、市販書籍で車いす駐車場が１台６例、２台２例であり、サービス駐車場は８例全てで１台、駐輪場は７例で30～50台分
であった。研究会の予測課題３では、下記の通り、車いす駐車場１台、サービス駐車場１台、駐輪場30台とした。保育所及び児童
館・子育て支援施設では、自転車による訪問が予測できるので、H28課題では、駐輪場30～50台の設置指定は確実と言える。 
駐輪場は、１台当たり幅0.5ｍ、奥行き２ｍとして、更に通路も幅２ｍで計画する。全体としては、30台なら15ｍ、40台なら20ｍ、50台
なら25ｍを確保する。 
⇒予測課題３の車いす駐車場、駐輪場を図１に示す。サービス駐車場を図２に示す。 
 
【予測課題３】 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
３．その他の施設等 
 （1） 地上に保育所部門の幼児の遊び場として屋外遊技場250㎡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。屋外遊技場は、保育室と一体で利用できる 
    ようにし、砂場、ぶらんこ、鉄棒、すべり台、足洗い場等を設置する。 
 （2） １階又は２階の屋上に児童が利用する屋外広場80㎡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、車いす使用者用として１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、職員用の駐車場は、公園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、施設利用者用として30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。 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 



（6）４．計画に当たっての留意事項

図１　空調室外機の設置図 図２　受水槽の設置図

 
過去問（H21～H27）に関する「４．計画に当たっての留意事項」の分析結果 
「４．計画に当たっての留意事項」は、（1）建築計画、（2）構造計画、（3）設備計画の３分野に分かれている。この留意事項

は、毎年、かなりの部分が定型文で出題されている。 

 
（1）建築計画 
建築計画は、毎年３～４項目の出題であるが、H26だけは６項目と多かった。以下に共通事項を示す。 
①バリアフリー、セキュリティ 
・H21：建築物はバリアフリー、セキュリティ等に配慮し、貸事務室については収益性、快適性、フレキシビリティ等に配慮する。 
・H22：バリアフリーに配慮する。 
・H23～H27：建築物はバリアフリー、セキュリティ等に配慮する。 
②敷地の周辺環境 
・H21～H27は全て同じ文面：敷地の周辺環境に配慮する。 
③ゾーニング、動線、避難 
・H21：－ 
・H22：公開部門と非公開部門とを適切にゾーニングし、来館者動線、職員動線及び搬入経路が交差しないような計画とする。 
・H23：施設利用者部門と管理部門と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。 
・H24：図書館部門、集会部門及び共用・管理部門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。 
・H25：研修部門、宿泊部門及び共用・管理部門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。 
・H26：休憩・情報部門、店舗・料飲部門、温浴部門及び共用・管理部門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。 ④24時間利用可能なエリアとそれ以外のエリアを明確にゾーニングし、夜間利用に配慮する。 
・H27：住宅部門、ディサービス部門及び共用部門を適切にゾーニングし、明快な動線計画とするとともに、災害時の避難等に 
     配慮する。 
④自然採光 
・H21、H22：－ 
・H23：食堂、食堂・ディルーム、レクリエーションルーム等の共用部については、自然光を積極的に取り入れる計画とする。 
・H24：（設備計画）自然採光を積極的に取り入れる計画とするとともに、日射の遮蔽にも配慮する。 
・H25：（設備計画）自然採光及び自然通風を積極的に取り入れる計画とするとともに、日射の遮蔽にも配慮する。 
・H26、H27：自然採光及び自然通風を積極的に取り入れる計画とするとともに、経済性にも配慮する。 
 
（2）構造計画 
構造計画は、毎年３～４項目の出題である。以下に共通事項を示す。 
①構造耐力、経済性 
・H21～H27は全て同じ文面：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、スパン割 
・H21～H26は全て同じ文面：構造種別、架構形式及びスパン割を適切に計画する。 
・H27：②基礎免震構造を考慮した構造種別、架構形式及びスパン割を適切に計画する。 
③部材の断面寸法 
・H21～H27は全て同じ文面：部材の断面寸法を適切に計画する。 
④耐力壁 
・H21：耐力壁等を設け、耐震に配慮する。 
・H22：－ 
・H23：必要に応じて、耐力壁等を設け、耐震性に配慮する。 
・H24、H25、H26：耐震性に配慮し、必要に応じて、耐力壁等を設ける。 
・H27：－ 
 
（3）設備計画 
設備計画は、毎年２～３項目の出題である。以下に共通事項を示す。 
①空調、給排水、電気、消火設備 
・H21～H27はほぼ同じ文面：空調設備、給排水衛生設備、電気設備、消火設備を適切に設け、環境負荷低減に配慮する。  
②エレベーター 
・H21～H26は全て同じ文面：エレベーターを適切に設ける。 
・H27：エレベーターは、住宅部門とディサービス部門のそれぞれに１基以上適切に設ける。なお、ディサービス部門の 
 エレベータは、寝台用とする。 
③その他 
その他の出題としては、以下の通り。 
・H21：排煙設備を適切に設ける。 
・H22：美術品に配慮した設備計画とする。 
・H23：地震等の災害時においても、一定の機能を維持できるように配慮する。 
・H24、H25：－ 
・H26：浴室の給湯設備は、熱源機器と貯湯槽からなる中央給湯方式とする。 
・H27：－ 
 
 

 

 
H28の「４．計画に当たっての留意事項」は、建築計画、構造計画、設備計画で2～4項目の記載がある。 
ここは、ほぼ定型文であるが、過去に「（3）設備計画」については、何度か指定されていることから、予測課題３では、下記の
通り空調方式と給水設備で指定した。 
①空調方式：プレイルームは単一ダクト方式 
②空調方式：①以外は空冷ヒートポンプパッケージ方式 
③給水設備：受水槽方式 
 
【予測課題３】 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 保育所部門、児童館・子育て支援施設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 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。 

  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 地盤状況に配慮し、基礎方式を適切に計画する。 

  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。 
     空調方式は、プレイルームの空調を単一ダクト方式とし、その他の室は空冷ヒートポンプパッケージ方式とする。 
     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。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（1）単一ダクト方式 
高天井の場合、天井カセット型にすると暖気が下部まで届きにくいことと、高天井部のメンテナンスを考慮すると、一般的に
は、空調機械室を設けて単一ダクト方式を採用する。その場合、空調機械室から送風ダクトが天井まで設置するので、ダクト
スペースが上部階に必要となる。プレイルーム内の一角に空調機械室を設ける場合は、このダクトスペースは空調機械室の
上部となる。一般に、単一ダクト方式を採用する場合は、空調負荷容量等からヒートポンプチラー（室外機から室内機へ冷温
水供給）を採用した方が良い。本計画のプレイルーム規模であるならば、空冷ヒートポンプ（冷媒供給）の床置き型でも可能
と判断できる。いずれにしても室外機は、屋上に設置すると作図量等を割愛できる。 
 
（2）空冷ヒートポンプパッケージ方式 
通常の居室は、各室の資料状況に合せて対応することができることから、空冷ヒートポンプパッケージ方式として、居室内に
天井カセット型を設置する計画が一般的である。この場合も単一ダクト方式と同様に、室外機は、屋上に設置すると、作図量
を割愛できる。仮に、１階平面図兼配置図に設置となると、室外機の設置数分を全て書くことになると共に、そのスペースの
確保（周囲メンテナンススペース含む）を計画しないといけない。 
⇒予測課題３の屋上での空調室外機を図１に示す。 
 
（3）受水槽方式 
受水槽は、屋外に３ｍ×５ｍ×H３ｍ程度のものを設置し、周囲に１ｍのメンテナンススペースを確保する。一般の人の立ち入
り防止のために、フェンスと扉を設置した方が良い。受水槽には、「下部、ポンプ設置」と記載すると、ポンプの記載を割愛で
きる。なお、受水槽は、災害時に緊急用飲料水としても活用できるので、この指示が無い場合でも、防災面から採用すること
も有力である。 
⇒予測課題３の受水槽を図２に示す。 
 
 



（7）１．要求図書

表１　予測課題３の要求図面

 
過去問（H21～H27）に関する「Ⅱ．要求図書」の分析結果 
「Ⅱ．要求図書」は、「１．要求図面」と「２．面積表」となっている。「１．要求図面」は、その直下に注釈文があり、その下に一

覧表で特記事項が書かれている。「２．面積表」は、文章による指示事項である。 

 

「１．要求図面」の注釈文は、H21～H26まで「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。」となっている。H27は、これに「なお、各図面には、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

足してもよい。」の追加文がある。この図面に対する文章での追記指示は、過去に記述「３．計画の要点等」で部分的に「図

等により、補足してもよい。」があったが、H27は「図面全てで補足してよい」との指示事項である。 

⇒補足説明は、試験官がより理解（採点）しやすくなることから書いた方が良い。 

注釈文は、「フリーハンドでもよい。」となっているが、柱、壁、梁などはスケールアウトになりかねないので、全てをフリーハン

ドで書くことは避けるべきである。居室内の机、いす、トイレなどは、多少の訓練でフリーハンドでもスケールアウトしなくなる

ので、時間短縮の点から、この部分をフリーハンドで書くことは有効である。 

 

「２．面積表」は、H23以降全て「地上**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。」となっている。算定式の書き方は、下記H27センター標準解答例①のように引き算をした部分には、名称を

入れることで、「算定過程が分かるもの」となる。 

１階（算定式） ： 42 × 28 － （5 × 12 ） － （ 3 × 24 ） － （ 1 × 3 ） 

                   （サービス用駐車場）  （ピロティ－）    （西側出入口） 

 
（1）平面図 
平面図は、（1）１階平面図兼配置図、（2）２階平面図、（3）基準階平面図（基準階のある出題年度のみ）である。 
特記事項は、ほぼ定型文となっているので、定型文と違う部分を探すという方法を取ると、間違いが少なく、課題文を素早く
読み取れることとなる。 
①各平面図の指示事項 
 イ．建築物の主要寸法 
 ロ．室名等 
 ハ．要求室の床面積 
 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）】 
 ホ．設備計画に応じた設備スペース 
 ヘ．断面図の寸法 
 ト．要求室の特記事項に記載されている什器等 
②１階平面図兼配置図の指示事項 
 イ．建築物の出入口 
 ロ．駐車場及び駐輪場（台数及び出入口を明示する。） 
 ハ．通路、植栽等 
③２階平面図の指示事項 
 イ．居室の最も遠い位置から直通階段の一に至る歩行距離及び経路 
 ロ．１階の屋根、ひさし等となる部分 
④基準階平面図の指示事項（基準階がある場合） 
 
（2）断面図 
断面図は、下記４点が定型文となっている。 
①切断位置は、**を含み、建築物の全体の立体構成がわかる断面とする。 
  なお、水平方向、垂直方向の省略は行わないものとする。 
②屋上に設備スペースを設けた場合は図示する。 
③搭屋を除く建築物の高さ、階高、天井高並びに１階床高及び主要な室名を記入する。 
④基礎、梁及びスラブの断面を図示する。 
 
（3）梁伏図 
梁伏図は、下記２点の定型文となっている（H21～H26でほぼ同じ、H27は平面図３面で梁伏図無し）。 
①２階（又は３階）からの見下げ図とし、主要な柱、大梁、小梁及びスラブは構造部材表の符号を明示する。  
②構造部材表に主要な柱、大梁、小梁及びスラブの断面寸法を記入し、主要な部材が複数となる場合には空欄に  
 符号・部材・断面寸法を追加記入する。 
梁伏図は、２階（又は３階）からの「見下げ図」での指示である。この見下げ図は、通常の書き方として梁を点線で書くのが一
般的である（見上げ図は実線）。センターの標準解答例では、H21～H24の各年度２例のうち１例は実線での記載である。更
に、H25、H26は、２例共に実線である。このことから、「見下げ図」であっても「実線」でよいと解釈する（実線の方が断然早く
書ける）。構造部材表は、事前に自分の断面寸法を決めておいて試験に臨み、それを部材表に記載するだけとする。  
⇒H28の課題では梁伏図が無い。 

 
「１．要求図面」は、1階平面図兼配置図、２階平面図、３階平面図、断面図に対して記載すべき特記事項が書かれるが、ここは殆どが毎年同
じ定型文であることから、H28も定型文通りと推定する。留意すべき点としては、「歩行距離」の記載が、２階と３階のどちらで指示されるか、又は両
方の階で指示されるかという点である。両方の階に指示された場合、どちらかの階を書き忘れると、大きな減点となるので注意した方が良い。 
また、H28の「基礎」に関しては、杭基礎となった場合、図面内に全てを書ききれないので、「基礎（一部省略しても良い）・・・」という記載になるも
のと推定する。 
研究会としては、下記に示す予測課題３のような形式で出題されるものと推定する。 
以下、定型文であるが、上記以外での（1）平面図、（2）断面図の留意点を列記する。 
 

（1）平面図 
平面図は、下記「予測課題３」のような定型文で出題されるが、その年度によっては、一部追加文が組み込まれる。この追加
文は、その年度の特徴的なものを図面内に書かせる指示となることから、この点があるかないかを探しながら読むと見落とし
がなくなる。H28は、特に特徴的な点が見られないことから、予測課題３では書いていない。しかし、過去には、以下のような
指示事項があったので、注意を要する。この書き忘れは、かなりの減点になるものと推定する。  
H24：一般開架スペース等への書棚・机・いすの図示、小ホールへの客席・ステージの図示、地下１階の点線図示  
H25：屋外テラスの図示、宿泊室Ａ・Ｂ・Ｃの室名及び代表的な室内プランの図示  
H26：24時間利用可能エリアの破線図示、屋外テラス・屋外休憩スペースの図示、２階の屋根形状の一点鎖線図示  
H27：免震層への点検用出入口等の図示、車寄せの図示、基準階平面図の指示事項  
 
（2）断面図 
断面位置「**」は、毎年、その年度の代表的な要求室が指定されている。各年度の指定された要求室は下記の通り。ただし、
H26だけは、その指定が無かった。 
H21貸事務室、H22エントランスホールの吹抜け、H23レクリエーションルーム、H24小ホール、H25エントランスホール、H27
エントランスホールの吹抜け 
⇒H28は、高天井になる可能性が高い「プレイルーム」を断面位置としてしている。 
 
なお、この断面図では、H28の事前に開示された注意事項の「パッシブデザイン」と「高天井落下防止対策」を記載すること
となるので、その点について、予測課題３を参考に次頁で解説する。 

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）、電気シャ

1/200 　　　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

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．屋外遊技場

　ニ．通路、植栽等

③　２階平面図又は３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．屋外広場

　ハ．２階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

　ニ．３階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

（4）断面図 ①　断面位置は、プレイルームを含み、建築物の全体の立体構成が

1/200 　　　わかる断面とする。

　　　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（一部省略してもよい）、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。



トップライト 屋上緑化 太陽光発電パネル
（これはパッシブデザインではありません。）

図１　予測課題３の断面図
天井裏に斜材を設置
（高天井落下防止対策）

図２　高天井落下防止対策例

① Ｖ字型ブレース

② 天井面構成部材等の単位面積質量

③ 吊り材の配置

④ 接合金物のネジ留め

⑤ 天井端部のクリアランス

６ｃｍ以上

壁

床スラブ

天井裏

居室（６ｍ超）

 
２．高天井落下防止対策 
 
天井落下防止対策は、確実に記述問題に出題されて、それと連動した図面表記が必要となる。ここでは、試験に活用でき
る下記「天井等落下防止対策」を図２に示す。 
① Ｖ字型ブレース 
② 天井面構成部材等の単位面積質量 
③ 吊り材の配置 
④ 接合金物のネジ留め 
⑤ 天井端部のクリアランス 
 
⇒予測課題３における高天井落下防止対策の解答例 

・天井高さが６ｍのプレイルームは、地震発生時の天井等落下防止のため、吊り材を１㎡当たり１本以上を釣合い良く配置

して、所定の間隔でＶ字型ブレースを設置した。接合金物は、ネジ留めにより固定する。また、天井端部の壁とのクリアラン

スは６ｃｍ以上を確保し、天井面構成部材等の単位面積質量は20ｋｇ/㎡以下とした。 

 
１．パッシブデザイン 
 
パッシブデザインは、確実に記述問題に出題されて、それと連動した図面表記が必要となる。ここでは、試験に活用できる
「パッシブデザイン（機械的手法を用いない自然エネルギーをコントロールする省エネ手法）」を下記に示す。なお、本資
料の詳細については、会員講座「８章 パッシブデザイン」を参照下さい。 
（1） サイドライト 
（2） トップライト 
（3） ルーバー 
（4） 庇とバルコニー 
（5） 窓の二面開放 
（6） Low-Eガラス 
（7） 屋上緑化 
 
予測課題３（右の断面図）で採用したものは、（2）トップライト、（4）庇とバルコニー、（5）窓の二面開放（平面図に記載）、
（6）ｌｏｗ-eガラス（平面図に記載）、（7）屋上緑化である。 
 

（1） サイドライト 
サイドライトは、H25、H26、H27と３年連続でセンター標準解答例により示されている。特にH27では、図面に自然採光と

自然通風の記載がされている。つまり、下記は、このように書くべきと言う解答例である。なお、H25とH26は単に「ハイサイ

ドライト」という名称のみの記載であり、自然採光と自然通風の記載はなかった。 

H28の課題では、かなりの確率で屋上広場が出題されると推定できる。従って、屋上広場の一部に「サイドライト屋根」を組

込み、この作図（平面図、断面図の両方に記載）と記述を書くことは有力なものと思われる。  
 

（2） トップライト 
トップライトは、H22、H24、H27のセンター標準解答例に示されている。特にH27では、図面に自然採光と自然通風の記

載がされている。H22とH24は単に「トップライト」という名称のみの記載であり、自然採光と自然通風の記載はなかった。  

H28の課題では、かなりの確率で吹抜け及び屋上広場が出題されると推定できる。従って、吹抜け空間の上部及び屋上

広場の一部に「トップライト」を組込み、この作図と記述を書くことは有力なものと思われる。 

⇒予測課題３では、右の断面図に記載している。なお、平面図のトップライト（点線記載）部分にもコメントを入れている。  
 
（3） ルーバー 

縦ルーバーは、H24のセンター標準解答例に示されている。ルーバーは、基本的に窓の外に設置し、西日対策としては縦

ルーバー、南面の日射対策には水平ルーバーを計画する。 

 
（4） 庇とバルコニー 
南面には、２ｍ程度の庇とバルコニーを設けることで、夏季には日射抑制、冬季には日射取り込みを図ることができるので、

空調負荷の低減に寄与できる。なお、庇及びバルコニーは、２ｍまでであれば片持ち梁で設置可能である。  

⇒予測課題３でも採用している。ただし、右断面図は東西方向であるので、平面図に記載している。  

 

（5） 窓の二面開放 

天井高６ｍの遊戯室などは、東西又は南北の窓上部を開口できるようにして、自然通風の経路を設けることで、空調負荷

を低減することができる。 

⇒予測課題３では、高天井となるプレイルームの南北の上部窓２方向で開閉可能として通風換気を促進している。右の断

面図は、東西方向であることから平面図に「通風」と記載している。 

 

（6） Low-Eガラス 
東西南の窓は、Low-Eガラスを採用することで、日射量を抑制できる。 
⇒予測課題３では、南面の窓にＬｏｗ-Eペアガラスを採用した。これも南面となることから、断面図に記載できないので、平
面図に記載してる。 
 
（7） 屋上緑化 
屋上緑化することは、屋上への直射日射による直下の室温上昇に対して抑制することができる。  
⇒予測課題３では、右の断面図の屋上に屋上緑化を前面に記載している。 
 
※パッシブデザインで採用したものは、必ず記述解答と一致させて下さい（不一致は大きな減点と推定）。  


