
２回目予測課題２　2017年8月29日確定（建築資格研究会）

１．予測課題２のポイント
・ここでは、どのような考えで予測課題２を作成したかを列記する。

予測課題２のポイント解説　【平成29年度の設計課題 「設計課題　小規模なリゾートホテル」】

 
Ⅰ．設計課題の解説 
 
設計課題は、計画するための地域環境、計画目的、運営主体、施設機能などが書かれてい
る。ここは、この設計で重要となることが書かれているので、簡単に読み進めないようにした
い。 
予測課題２では、「湖畔」という自然景観があること、「傾斜地」の高低差を考慮すること、「高
齢者」への配慮、「パッシブデザイン」の積極取り入れの内容とした。 
この内容は、予測課題１とほぼ同じである（海岸⇒湖畔）。 
 
 
１．敷地及び周辺条件の解説 
 
敷地及び周辺条件は、左記（1）～（6）までの内容が毎年出題される内容とほぼ同じである
（定型文）。従来と異なるのは、新試験制度となったH21から傾斜地の出題がなかったことか
ら、（2）のみが多少異なる文章である。 
 
予測課題１では、斜面であるが、北側、南側で部分的に高低差がないとした。これは、敷地
すべてが傾斜地であれば、車寄せ等の計画が非常に難しくなる（未完者が多数となりかねな
い）。それを解消する意味でも、一部は平地での出題となると推定したからである。 
Ｎ社の市販書籍３予測課題では、２予測課題が上記内容と同じであった。１予測課題のみ、
道路から敷地が傾斜している。どちらにしても、敷地、特に道路からの車搬入部分は、平地
（多少の水勾配はあり）にする必要がある（掘削造成地）。 
予測課題２では、市販書籍２案に基づき、敷地上部と下部を平坦地とした（結果的に予測課
題１と同じ内容である）。 

 
敷地図の解説 
 
敷地図は、敷地形状（寸法）と面積、接道条件、周囲環境が示される。 
予測課題２の敷地としてのチェックポイントは、敷地面積（50ｍ×35ｍ＝1,750㎡）と傾斜地と
平坦な部分及び道路配置等である。 
 
道路については、Ｎ社予測課題３案では、次の３通りである。 
①北側道路 
②南側道路 
③北側と南側道路 
敷地が傾斜していることから、道路は上記３パターンのどれかと予測できる。予測課題１では、
最も標準的な「北側の１面道路」としたので、予測課題２では、あえて「南側の１面道路」とし
た。南側道路となった場合、「主アプローチ」は敷地中心部から地下１階に入ることとなり、南
側が「眺望〇」であることから、地下１階、１階、２階の南側を景観等に重視した要求室が配
置されるプランとなる。 

 
【予測課題２について】 
 
・２回目となる予測課題２（2017.8.22）は、市販書籍（Ｎ社）を分析して、そこから導き出される項目等を参考にした内容としている。 
・研究会では、公益財団法人建築技術教育普及センター（以下、センターという。）の本試験課題と市販書籍（Ｓ社、Ｎ社）の予測課題とが、どの程度類似しているかについて H26の課題で 
 分析し結果、市販書籍の予測課題を取りまとめると、センター本試験の予測がしやすいという結論に至った（会員講座「９章製図試験課題と一般書籍等との比較検討」参照）。 
・H29は、Ｓ社が市販書籍の販売を中止した（現在、Ｓ社は大多数の受験者が通学しており、「Ｓ社の情報を得たいなら通学したら」という感じがする（Ｓ社はＮ社や他と比較しても非常に高い 
 通学費であることから、一般庶民にとって優しくないように思われる？）。 
⇒従って、H29の予測課題２は、Ｎ社のみの予測課題３案の分析（表１参照）を参考に取りまとめる。 
 
「予測課題２」での大きなポイントは、次の２点である。 
・「予測課題１」では、北側道路としたので、「予測課題２」では、あえて南側道路とした（市販書籍では、北側、南側、北と南側道路の３種類あり）。 
・地下１階、１階、２階の３層吹抜けを採用した。 
 
なお、次回の「予測課題３」では、予測課題１と予測課題２、更に予測しがたい内容等を加味して、80％以上ズバリ的中する予測課題を取りまとめる。正直、Ｓ社市販書籍のない状況は、かなり厳しい一
面であるが、その中で、80％以上的中するように全力を尽くす（試験終了後、検証する、この状況で80％以上的中できれば、ＨＰの存在価値が更に向上する）。 

Ⅰ． 設 計 課 題 

表１　本試験課題と各社事前課題との要求室等の比較 は本試験で採用されると研究会が推定する類似項目 バ：バリアフリー対応宿泊室

屋外 駐輪場

テラス

規模 横 縦 傾斜条件 東 西 南 北 バス 車いす 利用者 サービス

（㎡） （ｍ） （ｍ） （南⇒北） 宿泊室Ａ 宿泊室Ｂ 宿泊室Ｃ 自販機 ランドリー リネン ラウンジ エントランス レストラン 売店 浴室 マッサージ 休憩 ゲーム スキー ラウンジ 事務室 支配人 フロント 休憩室 更衣室 設備室 （㎡） （台） （台） （台） （台） （台）

研究会 予測課題２ 1,750 50 35
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ｍ

⇒平坦10ｍ

2,000 ～ 2,400 樹林 樹林
道路

（湖）
樹林

２人10室

（25㎡）

２人８室

（50㎡）

バ２人１室

（50㎡）
適宜 適宜 適宜 -

適宜

（吹抜）

50人

（150㎡）
50㎡

各12人

（適宜）
30㎡ 適宜 - -

エント

に有
5人 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 － 1 2 - 2 10 8/22確定

課題① 1,750 50 35

平坦10ｍ⇒傾斜15

ｍ

⇒平坦10ｍ

2,000 ～ 2,400 樹林 樹林
樹林

（湖）
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（30㎡）
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（100㎡）
30㎡ 50㎡ 20㎡ -

100㎡

（喫茶）
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適宜

（吹抜40㎡）

30人

（120㎡）
50㎡ 80㎡ - 適宜 - 40㎡ - 3人 - 適宜 適宜 適宜 適宜 30 1 2 6 2 10 8/21確定

課題③ 1,800 50 36 傾斜33ｍ⇒平坦3ｍ 2,000 ～ 2,400 樹林 樹林
道路

（湖）
樹林

２人14室

（20㎡）

２人８室

（40㎡）

バ２人１室

（40㎡）
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マッサージ
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- -
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課題名

建設用地 指定㎡数 東西南北の条件 要求室

Ｎ社書籍

駐車場

備考

（**～**） 宿泊部門 共用部門 管理部門

以上、以下指定

Ⅰ．設計課題 
 
 この課題は、ある地方都市郊外の湖畔に建つ、小規模なリゾートホテルを計画するもので
ある。本計画は、敷地内の高低差を考慮して、周辺の豊かな自然景観に配慮する。また、
計画では、高齢者等や障害のある利用者の使用に十分配慮するとともに、パッシブデザイ
ンを積極的に取り入れたものとする。 
 
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、南北に斜面しているが、道路及び北側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、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内にあるが、景観保全 

    のため、建ぺい率の限度は70％、容積率の限度は200％で、建築物の主要な 

    屋根は南北に下る勾配屋根とする制限がある。 

 （4） 電気、ガス及び上下水道は、完備している。 

 （5） 地盤の状況は良好であり、杭打ちの必要はない。 
 （6） 気候は温暖で、湖畔の反乱、地下水及び積雪についての特別の配慮は 
    しなくてよい。 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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敷地

4ｍ

樹林

35ｍ

10ｍ標高6ｍ（平坦）

主アプローチ 

眺望〇 



 
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。 
床面積は、近年、設計者の自由性を尊重して「適宜」が多い傾向となっている。 
 
⇒予測課題２の「部門」は、宿泊部門、共用部門、管理部門の３部門の構成とした。これは、
予測課題１と同じ部門構成であるが、部門に対する階数の指定はしなかった（予測課題１で
は宿泊部門が２階指定）。 
以下、各部門ごとの室名と、特記事項についてのポイントを列記する。 
 
（1）宿泊部門 
宿泊部門は、宿泊室が主となる。 
予測課題２は、リゾートホテルということから、２人部屋（宿泊室Ａ）10室、３人部屋（宿泊室Ｂ）
８室、車椅子利用者用１室とした。この２人部屋10室と３人部屋８室は、宿泊数としてはかなり
多い方である。それ以外としては、連泊者の利用として、ランドリー室と、利用者が室内で飲
料等できるように、自販機室も計画した（この点は予測課題１と同じ）。 
予測課題２では、リネン室を指定している。従って、宿泊階の管理ゾーンには、リネン室を設
ける必要がある。 
 
（2）共用部門 
リゾートホテルの共用部門として、レストラン、浴場、売店は、ほぼ確定と言える。市販書籍の
３案も、全てにおいて、レストラン、浴場、売店は計画されている。 
従って、予測課題２でも、この３室は設定した。 
レストランは、40人利用、約150㎡と面積指定し、厨房を隣接させた。 
浴場は、各12人利用、浴場、脱衣室、便所の指定のみとし、予測課題１で設定した露天風呂、
サウナの指定はしないこととした。ここは、各12人利用から浴室面積の概算を求める必要が
ある。浴室は、概ね5～10㎡/人であるので、12人なら、60～120㎡が目安となる。 
売店は、その地域の特産物等の販売が想定されることから、要求される可能性が高い。本計
画では、約50㎡とレジカウンターの指定を設けた。 
 
その他としては、マッサージルームと休憩コーナーを計画した。市販書籍３案の中でも休憩
コーナーは全てで、マッサージルームは２案での出題であった。これは、浴場が確実に出題
されるので、それとの関連性（動線含む）として、この２室が出題しやすい傾向が見られる。 
 
（3）管理部門 
管理部門は、一般に事務室（フロント含む）、更衣室、休憩室が計画される。予測課題２では、
更に支配人室を組み込んだ。設備スペースは、毎年出題されている。 
 
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
水槽含む等）、給湯設備（大浴場用に貯湯槽含む等）が必要となる。また、循環ろ過設備も
必要である。 
また、便所と倉庫は、適切に計画する。便所に関しては、高齢者等に配慮して、各階に最低
１つ多機能便所を設ける必要がある。 
 
※予測課題２は、市販書籍販売後にその内容を分析して各要求室等を決定している。ただ
し、市販書籍反版前に予測した予測課題１の要求室と、市販書籍３案で出題された要求室
のかなりの部分が類似しており、結果的に予測課題１と２の要求室は、大部分が類似した内
容となった。 

 
３．その他の施設等 
 
その他の施設等は、建物以外の外構計画に関する指示事項である。確実に出題される駐
車場と、その年度によって出題される外部施設などの要求事項となる。 
 
予測課題２は、市販書籍を分析した結果、駐車場と駐輪場のみの指定とし、駐車場は、送
迎用マイクロバス用１台、車椅子使用者用とサービス用として各２台分とした。 
また、レンタサイクルによる観光ができるように、レンタサイクル10台分の駐輪場を計画する
ものとした。この駐輪場は、市販書籍３案の中で２案が指定している。 
 
 
４．計画に当たっての留意事項 
 
計画に当たっての留意事項は、建築計画、構造計画、設備計画ごとに2～4項目の記載が
ある。 
 
ここは、ほぼ定型文であり、定型文と異なるチェック読みをすることで、理解速度が速く正確
なる。 
過去問を参考にすると、設備計画で指定がある場合があるので、その点も見落としがないよ
うにしたい。 

 
２．建築物の解説 
 
建築物は、構造種別と階数、床面積範囲、要求室（一覧表）が示される。 
構造種別は、例年「自由」となっており、リゾートホテルという特性から、居住性、耐久性、耐
火性、遮音性などに優れた鉄筋コンクリート造が妥当と判断できる。 
 
H29の架構形式については、敷地が傾斜地であるので、地下１階の北側の壁が土圧を受け
ることとなる。従って、架構形式は、居室に採光や通風を多く取り入れる広い開口部が取れ
て、平面計画の自由度が高いラーメン架構としつつ、地下１階の北側一部の土圧を受ける
部分は、耐力壁付きラーメン架構となる。 
 
階数は、公表された設計課題により、地下１階、地上２階建てとなる。 
床面積は、３平面の場合、過去問によると「2,000以上、2,700㎡以下」程度が多い。 
予測課題２は、市販書籍を参考に「2,000以上、2,400㎡以下」とした。この面積範囲は、過去
問を参考にすると、400㎡程度が多い。本計画では、2,400㎡以下としたが、この上限値は、
３階建ての場合、意外に小さく難しい数値である。従って、この上限値を基準にプランを
色々と想定すると、本試験で出題された床面積（要求室）に容易に対応できるようになる。 
 
エスキス段階で床面積（延べ面積）が多くなり、調整するテクニックとしては、テラス、ピロティ、
吹抜けなどで床面積を減少させることができる。また、縦動線（階段、エレベーター）との関
係もあるが、地下１階の北側は、掘削工事（経済性等）を割愛する意味から、１スパンに居室
を設けないというプランも面積減少となる。 

２．建築物 
 （1） 構造・階数等 
    構造種別は自由とし、地下１階、地上２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。 

部門 室　名 床面積

・宿泊室Ａ、Ｂ、Ｃには、それぞれバルコニーを設ける。

・全10室（約25㎡/１室）を設ける。

・洋室２人部屋とする。

・バス、トイレ付きとし、ベッドを設ける。

・全８室（約50㎡/１室）を設ける。

・洋室３人部屋とする。

・バス、トイレ付きとし、ベッドを設ける。

・全1室（約50㎡/１室）を設ける。

・車椅子利用者用として洋室２人部屋とする。

・バス、トイレ付きとし、ベッドを設ける。

リネン室 適　宜

自販機室 適　宜

ランドリー室 ・宿泊者が利用する。 適　宜

・風除室を設ける。

・ラウンジ（30㎡）を設ける。

・吹抜を設ける。

・40人程度が利用する。

・眺望に配慮する。

・厨房を設ける。

・男女別とする。

・それぞれ12人程度が利用できるようにする。

・脱衣室、便所を設ける。

・男女別（それぞれ約30㎡）とする。

・受付、便所を設ける。

休憩コーナー ・大浴場の近くに設ける。 適　宜

売店 ・レジカウンターを設ける。 約50㎡

事務室 ・５人分の事務スペースを確保する。 適　宜

支配人室 適　宜

フロント ・カウンター、クロークを設ける。 適　宜

更衣室 ・男女別に設ける。 適　宜

休憩室 適　宜

・採用した設備計画に応じて、設備機械室（空調、給排水

　衛生、電気、消火等）、屋外機器置場等を計画する。

・便所及び倉庫については適切に計画する。

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。

適　宜大浴場

約60㎡マッサージルーム

宿泊室Ｂ 約400㎡

宿泊室Ｃ 約50㎡

適　宜エントランスホール

宿
泊
部
門

管
理
部
門

共
用
部
門

レストラン 約150㎡

特記事項

設備スペース 適　宜

約250㎡宿泊室Ａ

３．その他の施設等 
 （1） 駐車場は、地上平面駐車とし、送迎用マイクロバス（3.5ｍ×7.0ｍ）として１台分、 
    車椅子使用者用として2台分、サービス用として2台分を設ける。 
    利用者用及び従業員用は、敷地外の駐車場を利用するものとし考慮しなくてよい。 
 （2） 送迎用マイクロバス等が利用する車寄せは、車両動線に配慮して設ける。 
 （3） レンタサイクル用として、10台分の駐輪場を設ける。 
 （4） ごみ置場を設ける。 
 （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。 
 
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 敷地の周辺環境に配慮する。 
  ② 建築物はバリアフリー、セキュリティに配慮する。 

  ③ 宿泊部門、共用部門及び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。 

  ④ 自然採光及び自然通風を積極的に取り入れる計画とし、日射の遮蔽に配慮する。 

 （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 斜面地を考慮した建築物とし、構造種別、架構形式及びスパン割りを適切に計画する。 
 （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るとともに、 
     環境負荷低減に配慮する。 

  ② エレベーターを適切に設ける。 



 
２．面積表 
 
面積表は、課題読みの段階では計算できない。 
「要求室の階振りと面積出し」において、概ねの各階面積を出すことができる。また、エスキ
ス 1/400で更に詳細な面積を求め、最終的には、エスキス 1/200で確定し、作図の最初
の段階で面積表を仕上げるのが良い（作図を初めて途中でプラン変更することは避けた方
が良い、変更に伴い様々なミスが連続して発生することとなる）。 
予測課題２は、要求室の条件に対して、かなり厳しい上限床面積となっている。従って、エ
スキス段階で、きちんと面積を計算して、範囲内に収まっているかを決定した方が良い。こ
のエスキスでの面積配分は、簡単に実施できるコツがある。その点は、「項目別の予測課題
の解説」で詳細に解説する。 
 
 
３．計画の要点 
 
※計画の要点等は、別途「80％以上ズバリ的中する予測課題の解説」の中の「記述解答
例」で解説をしているので、そちらを参照して頂きたい。 
 
予測課題２は、予測課題１と同様に、建築計画3問、構造計画３問、設備計画３問、環境負
荷1問の合計10問とした。 
建築計画3問は、①「利用者アプローチ」を、②「内部空間の眺望」、③「避難計画」とした。 
構造計画3問は、①としてほぼ毎年出題されている「構造種別、構造形式、スパン割り」とし、
②「傾斜地の構造」と、③「スラブと小梁の架け方」とした。 
設備計画3案については、一般的な出題となる①「空調方式」、②「給湯方式」とし、③に「屋
内消火栓」とした。 
（4）として、「環境負荷低減」とした。 
上記は、市販書籍３案を参考に、できる限り予測課題１と同じにならない内容を盛り込んだ。
本内容は、「記述解答例」で全てについて解説する。 

 
 
Ⅱ．要求図書 
 
 
１．要求図面（答案用紙Ⅰに記入） 
 
ここは、H21～H26までの記載は次の通りであった。 
「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。」 
これが、H27は、上記内容に追加で下記の事項が追加された。 
「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
説明しても良い。」 
つまり、このことは、図面の中に、「矢印等により簡潔な説明文を書きなさい」と言う意味であ
る。この主の出題文「・・・しても良い。」という表現は過去にも何度が出されているが、この
「・・・しても良い。」は、「しなければ減点の対象になる」と解釈した方が良い。 
市販書籍では、「補足して明示する。」という強い表現となっている。従って、予測課題２は、
「・・・補足して明示する。」とした。つまり、補足明示が無いと減点となる。 
 
 
要求図書の一覧表 
 
要求図書の一覧表は、1階平面図兼配置図、２階平面図、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ている。ここも殆どが定型文である。 
 
ここのチェックポイントは、どの図面に何を書くのかを正しく把握することである。断面位置は、
一般に各階の全ての平面図に書くこととなるが、その指示となっているか確認する必要があ
る。また、歩行距離の経路は、地下１階、１階、２階のどの階であるかを確認する必要がある
（この、歩行距離の書き忘れは大減点となるので注意したい）。 
予測課題２では、地下１階が出入口となるので、１階と２階で歩行距離を設定した。 
 
断面図は、傾斜地が分かる方向での断面指定になると推定できる。 
 

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。 
 なお、各図面には、必要に応じ、計画上留意した事項について、簡潔な文章や矢印等により
補足して明示する。 

図面及び縮尺 特記事項

（1）地下１階平面 ①　各階平面図には、次のものを図示又は記入する。

図兼南側配置図 　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）１階平面図 　ニ．建築物の出入口

兼北側配置図 　ホ．設備計画に応じた設備スペース（ＰＳ、ＤＳ、ＥＰＳ）

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

（3）２階平面図 　チ．宿泊室Ａの室名（Ａ１～Ａ10）、宿泊室Ｂの室名（Ｂ１～Ｂ８）、

1/200 　　宿泊室Ｃの室名（Ｃ１）と表示する。ベッド等は代表１室に記載する。

②　地下１階平面図兼南側配置図は、敷地の南側配置図を兼ねる

　　ものとし、次のものを図示又は記入する。

　イ．出入口、駐車場（台数を明記）及び車寄せ

　ロ．植栽、通路及びごみ置場

③　１階平面図兼北側配置図は、敷地の北側配置図を兼ねるものとし、

　　次のものを図示又は記入する。

　イ．地下１階の屋根、ひさし等となる部分

　ロ．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

　ハ．植栽及び通路等

④　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．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、南北方向とし、エントランスホール（吹抜）を含み、

1/200 　　　建築物の全体及び勾配屋根の立体構成がわかる断面とする。

　　　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、地下１階と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．面積表（答案用紙Ⅰに記入） 
 各階の床面積及びその合計を記入する。なお、各階の床面積については、その算定式も記入
する。 
 
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 利用者のアプローチ計画について工夫したこと 
   ② 建物の内部空間に眺望を取り入れるために工夫したこと 
   ③ 避難計画について工夫したこと 
 （2） 構造計画について、次の①及び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りとこれらを採用した理由 
   ② 斜面地を考慮した構造計画について工夫したこと 
   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 建築物に採用した空調方式とその理由 
   ② 浴室に採用した採用した給湯方式とその理由 
   ③ 屋内消火栓設備の計画について工夫したこと   
 （4）建築物の環境負荷低減（熱負荷の抑制、省エネルギー等）について工夫したこと 



２．作図解答２のポイント
・作図解答２（予測課題２の作図）のポイントについて、各図面別に赤字で記載する。 支配人室から事務室への動線を計画した。 

切断面が階段やエレベーターを切る場
合は、このような書き方で、その位置を
ずらすと断面図が作図しやすい。 

浴室の直下階に設備機械室を設けること
で、ろ過機械室を兼ねる。設備機械室と浴
室が離れている場合は、浴室の近くに専
用でろ過機械室を設ける。 

スムーズな車動線とするために、一方通行とした。 

入口に近い位置 入口に近い位置 

設備機械室スペース縮小等を考慮して、受水槽を屋外設置とし
た。周囲には金網設置（入口あり）。 

各階に多機能便所１か所 

各階に多機能便所１か所 

吹抜け部には 
防火シャッター設置 

バルコニーは、宿泊室と高さを同一にするためウッドデッキを設置した。 

車寄せ部は、雨
かかりを防止する
ため、屋根を設け
た。 

浴室、マーサージ、休憩コー
ナーの一体活用ゾーン。 

空調室外機 
の設置置場 

空調室外機 
の設置置場 

空調用ＰＳ 



各階に多機能便所１か所 

吹抜け部には 
防火シャッター設置 

バルコニーは、宿泊室と高さを同一にするためウッドデッキを設置した。 

空調用ＰＳ 

環境負荷低減用の採光・通風のため
の開閉式トップライトを設置 

環境負荷低減用の採光・通風のため
の開閉式トップライトを設置 

車寄せ部は、雨かかりを防止する
ため、屋根を設けた。 

屋根勾配を設置 


