
2017年9月18日確定　＇建築資格研究会（

項目別の予測課題の解説　＇H29小規模なリゾートホテル（

製図試験で合格するためには、次の２点をクリアすればよい。

＇1（　減点の少ない図面　　⇒60点満点と予測

＇2（　理由をきちんと書いた計画の要点等　　⇒40点満点と予測

製図試験は、毎年約１万人が受験し、合格は約４割のランクⅠ＇約４千人（、ランクⅡ＇約３千人（、ランクⅢ＇約２千人（、ランクⅣ＇約１千人（である。

研究会の分析では、ランクⅠとⅡは、右図の通りになっているものと推定しているが、ここで目指しているところは、ランクⅠの「きちんと図面と記述

ができている方＇約２千人（」と、「合否ギリギリな方＇約１千人（」に入ることである。

⇒合格者の約９割が通学者であり、通学すると分かるが、全通学者の１～２割は本当に優秀な方がいる＇図面も記述も凄い方（。

下記は、ランクⅠの方も＇安心できない（、ランクⅡ以下の方も、ランクⅠへ入って頂けるよう、学校では教えない内容を多々組み込んでいる。

＇1（　減点の少ない図面とは
減点の少ない図面とは、次の通りである。

①　課題の設計条件を全て書いている。　　⇒階数、床面積、要求室、外部条件、歩行距離、断面位置などの設計条件を全て書いている。

　　・新試験制度H21以前は、かなり細かい設計条件が示され、それらを全て計画すると、ほぼ合格できる状況であった＇要求室全てを書くことが難しかった（。H21以降は、この細かい設計条件ではなくなり、要求室などを

　　　書ききれないという状況ではなくなった。要求室は、殆どの受験者が落ちが無く書いているので、逆に書き忘れは大減点となり、ランクⅡへ近づくことになる＇主要な要求室の書き忘れは即ランクⅣ（。

②　ゾーニング、動線計画ができている。　　⇒宿泊部門、共用部門、管理部門ごとにゾーニングができていること、外部と内部の動線計画で利用者と管理者が交錯しない等ができていることである。

　　・H29では、可能であればゾーニングは、宿泊部門を静寂性等から２階にまとめて、共用部門を１階と地下１階とした階別のゾーニング計画としたい。

　　・管理部門は、平面計画の右側か左側に一括でとりまとめ、利用者との動線交錯を避ける。左右どちらで計画するかは、レストランの厨房がある方にすればよい。なお、設備機械室は、外部動線も含め反対側でも良い＇管理側がベスト（。

③　各要求室の計画＇面積、位置（ができている。　　⇒要求室は、日射や眺望等を考慮すべき部屋は、南側に計画する。更に、各面積＇約**㎡、**㎡以上、適宜等（の条件を間違いなく満たす。

　　・新試験制度H21以降は、設計者の自由な計画を尊重し、「適宜」の指定が多くなった。適宜は、それなりに妥当な面積であれば、減点がないものと推定する。

　　・約**㎡は、**㎡の前後10％以内とする＇過去の標準解答例では多少10％を超えるものもあった（。**㎡以上、**㎡以下は、以上や以下でないと減点となる＇ここは見落とす可能性があるので赤丸印とする（。

④　その他、設計者として妥当な判断図面＇特色ある自分勝手な図面や自己満足のこだわった図面では高得点とならない（。

　　・作図は、製図試験として割り切って、スパンは７ｍ×７ｍと７ｍ×６ｍのどちらかとする、利用者廊下は幅３ｍ、管理者廊下は幅２ｍとするなど、決めて設計する＇３ｍ廊下は大きいが、試験であると割り切る等（。

※受験者約１万人を客観的に評価するには、試験官の個性で差がつかないように、平等性が重要となる。つまり、試験として常識的な減点されないミスのない図面が高得点となる。

＇2（　理由がしっかりと書かれている計画の要点等とは
計画の要点等は、理由がないと減点対象となる。詳細は、「記述解答」を参照頂きたいが、ポイントは下記の通りである。

計画の要点等は、40点満点と推定している。これは、製図試験の中でも多いなウエイトである。研究会の過去の合否者分析でも、図面がそれほどでもない方が、記述がしっかり書かれていて合格したと見受けられるものがあった。

極論、減点の少ない常識的な割り切った図面を仕上げて、記述＇計画の要点等（がしっかり書いていると合格しやすいと言える。特に、初受験者は、この記述問題ができていない方が多い＇２年目以降の方はかなり学習している（。

①　問題文をよく読んで落ちが無いように書く。　　⇒意外にこの落ちが多い。毎年出題される「構造種別、架構形式及びスパン割の採用した理由」では、３点＇構造種別、架構形式、スパン割（をそれぞれ書かないと減点となる。

　　・同じように「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」であるならば、必ず熱負荷の抑制と省エネルギーの２つは書かないと減点となる。記述は、１問に多くの項目があるので、見落とさないようにしたい。

②　「何故」の理由は必ず書く。　　⇒記述解答で高得点が取れない最大の要因は、「何故」の理由がしっかり書かれていないことである。

　　・一例として、「レストランの配置で工夫したこと」という問題に対して、「レストランは南側に配置した。」という解答は、ほぼ０点である。何故、南側に配置したのかが抜けている。この点を正しい理由で書くことが重要となる。

③　図面との整合性を取る。　　⇒試験官は、必ず図面と一緒に記述を読む。そして、図面との整合性が無いと大減点となる。

　　・H29はパッシブデザインが明示されているので、記述と図面でパッシブデザインが問われる可能性が高く、その場合の図面での記載＇コメント含む（との整合性は、かなり重要な採点内容となる。

④　「書いても良い」の問題は書かないと減点と考えた方が良い。　　⇒H28の計画の要点等の問題では、「答案用紙Ⅱに設けた補足図記入欄に①および②の考え方等をイラストやシステム図等に補足してもよい。」との問題があった。

　　この文面は、「補足してもよい」であるが、これは、書かないと大減点、更にイラスト等が簡単すぎると減点と判断した方がよい。

※研究会は、採点方法が計画の要点等を40点満点の減点法と推定している。この40点は大きく、はっきり言って、計画の要点等が上記指摘内容の通り、きちんと書かれていない場合、ランクⅡ以下になると推定している。

以下、H29の製図試験に合格するため、作図について、下記の順番で解説する＇計画の要点等は、「記述解説」を参照して下さい（。

１．時間配分　　　２．課題文の解説＇まとめ（　　　３．エスキスの仕方　　　４．作図の注意点　　　５．合格に向けて

【お願い事項】研究会の解説は、理由を提示して「一歩踏込み、これが良い」と提案している＇例えば、グリッド７×７ｍか７×６ｍのどちらか採用等（。皆様には、本内容を納得された場合、各自の責任で採用下さい。

※合否激戦図（約２千人）は数点で合否となる激戦区＝記述点の差が大きく影響と推定

　　　　　図　ランクⅠとランクⅡとの境目の合否激戦区に関するイメージ図
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１．時間配分

製図試験の推奨時間配分は、下表の通りである。　　⇒製図試験は、「時間との勝負」の試験でもある。この試験が仮に6時間30分ではなく、8時間の試験なら大部分の方がランクⅠ相当の内容を書くことができる。

過去の合否の方の意見をまとめると、不合格になる最大の要因は、エスキスに時間がかかり過ぎて、エスキス不十分のまま作図に入り、様々な事項で不整合が起こり、結果的に減点が多いボロボロな図面となったとの方が多い。

製図試験は、エスキスが90分で終了できるかどうかで合否が決まるとも言える。なぜならば、6時間30分の試験では、＇①課題読み⇒②エスキス⇒③記述⇒④作図⇒⑤見直し（の中で、エスキス以外は、特に難しくないからである。

①課題読みは、チェックの仕方が分かれば、誰でも内容を把握できる。後は、見落としや勘違いをしないように読み、エスキス終了後にチェックする。　⇒試験までの昼休み、毎日30分読む練習をするとよい。

②記述は、研究会の「記述解答」を丸暗記して、その問題に対する変化球文面や予測が外れた場合に、どのように理由を書いて無難に書き上げられるか想定するとよい。

③作図は、エスキスさえしっかり出来ていれば、後は書き上げるだけとなるので、それなりの訓練でスピーディに書けるようになる。

ただし、断面図は、フリーハンド10分で書けるように訓練する＇５時で断面図ができていない場合、フリーハンド10分で書きあげて、見直し20分とした方が減点の少ない図面となり合格しやすい、断面図がきれいでなくても合格できる（。

下表の時間配分で、最も時間内に完成し難いのがエスキスである。エスキスでは、機能図がまとまらない、ゾーニング内で要求室が納まらない、動線交差したなどから、予想外に時間を要する可能性がでてくる。

しかし、エスキスは、正しい手順を踏めば、誰でも間違いなく完成させることができるという一面があるので、その点は、「３．エスキスの仕方」を参照頂きたい。

表　本試験でのベストな時間割

項　目 ＇1（課題読み ＇2（エスキス ＇3（記述 ＇4（作図 ＇5（見直し

ベスト時間 30分＇11:00～11：30（ 90分＇11：30～13：00（ 60分＇13：00～14：00（ 180分＇14：00～17：00（ 30分＇17：00～17：30（

※課題読み30分の流れは下記の通り ※エスキス90分の流れは下記の通り ※記述60分の流れは下記の通り ※作図180分の流れは下記の通り ※見直し30分の流れは下記の通り

①課題を読む前に、配置図を見る ①機能図検討 ①類似問題を書く ①作図 ①課題文の最終チェック

⇒敷地、道路、眺望等＇10秒で見る（ 下記方法ならかなり時間短縮となる 研究会と同じ＇類似（問題は、そのまま書き上げる 作図は、エスキスに基づきひたすら書くだけ ・エスキスとのミス探し＇落ちを無くする（

②課題読み＇赤ボールペン使用（ ・当研究会の確定機能図を無条件に書く ⇒これによりかなりの時間が短縮できる 作図中にエスキスをするようでは終わらない ・課題文との整合性ミス探し

⇒最初から何色もマーカーしない ・この内容と課題と異なる部分を修正する ②変化球問題を書く 以下、３時間完成の作図手順と目標時間 ⇒課題文はエスキスチェックの黄色マーカーの上

　１回目チェック＇1/400エスキス後黄色マーカー（ ・修正したものを機能図として決定する 文面的な変化球問題は、研究会の解答を参考に ①面積表完成＇５分（・・・1/5完成で安心 　から赤マーカーをして、確実にミスを無くする

　２回目チェック＇1/200作図終了後赤色マーカー（ ②ゾーニング検討 しながら、変化球への対応をまとめ、そのまま書く ②通芯・寸法・柱＇15分（ ・図面全体見直しでのミス探し

　黄色の上から赤色マーカーをすると、落ちが無い ・宿泊室が２階で全て納まるなら楽 ③異なる問題の対応 ③ＥＶ・階段＇20分（・・・上下階ミスは不合格 ・記述との整合性の確認

・浴室を１階か地下１階とするかを決定 研究会と異なる問題は、キーワードを書いて、その ④平面図の壁・窓＇60分（ ⇒記述との不整合、書き忘れは大減点

　否定文で重要事項は青色マーク ・動線に考慮し各室のゾーン分けをする キーワードに基づき文章化する ⑤庇・扉・出入口＇10分（

　「**㎡以上」には、赤ボールペンで丸印 ③平面図の検討 ⇒万一、全く分からない問題であっても、問題文を ⑥机、いす、便器など＇20分（ ※ミスは10個以上あると信じて探すこと

　「約**㎡」は、標準としてチェック不要 ・グリッドとスパン割りを決定する＇1/400（ 　主語にして、それなりの理由を書いて文章化する ⑦室名・平面図面積＇10分（ 　１ヵ所のミスは、-１点となる

③計画の要点等はキーワード記載 ⇒＇1（課題読み面積出しでほぼ確定済み ⑧断面図完成＇20分（・・・フリーハンド時短へ 　10ヵ所ミスがあると-10点＇結果、ランクⅡとなる（

　研究会予測と同じものはチェック不要 ・各階面積の確定＇吹抜け、テラス等含む（ この記述は、ベスト時間を60分としているが、唯一 ⑨外構完成＇20分（・・・格子線は定規が速い ⇒10分では、ミス10個を探しきれない

　研究会と異なる問題のみキーワードを書く ・要求室を各階で納める＇プラン確定（ 50分程度まで時間を短縮をすることが可能である ⇒減点の少ない図面とは、ミスが少ない図面であり、

③要求室に戻り概算面積出し ・課題文と整合性チェック＇黄色マーカー（ ただし、主語と述語とその理由＇何故の理由（を必ず ④の平面図＇壁・窓（の完成時間が、15：00となって 　最後に30分見直しすることは合格への必須事項

⇒面積出しは、配置図を見て、横50ｍ縦36ｍ ・面積計算をする＇条件内納まりの確認（ 書いて、全体ボリューム80％以上で丁寧な字とする しまった場合、その後の⑤～⑨を全てフリーハンド

　の類似課題なら、横42ｍ×縦21ｍの882㎡ ⇒この段階でエスキス完了、変更しない ⇒フリーハンドなら80分が60分へ短縮可 全てのミスをチェックして、時間が残った場合は、

　３階建て2,646㎡を基本として検討可能 ・歩行距離の記載＇概算距離確認（ ⇒研究会は、記述を40点と想定しており、ここの点数 ⇒きれいな図面ではない印象点の減点は、-2点 外構の詳細をひたすら書く

　この段階で、宿泊室が２階で全て納まるなら ④断面図の検討 　がランクⅠとランクⅡと分かれる可能性が高い判断 　程度と推定しており、２ヵ所のミスと同じ点数と推定 ⇒最後の１秒まで合格に向けて全力を尽くす

　エスキスはかなり楽である　⇒ここでチェック ・断面位置の指定と環境負荷等の記載内容の確認 　しているので、しっかり書き上げて頂きたい 　つまり、フリーハンドにし見直しをした方が高得点

　ここの詳細は、「２．課題文の解説」参照 　ここの詳細は、「３．エスキスの仕方」参照 　ここの詳細は、「記述の解説」参照 　「５．合格に向けて」参照 　「５．合格に向けて」参照

検討項目



２．課題文の解説＇まとめ（

＇1（Ⅰ．設計条件＇前文（

 
H29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。 
過去の出題のパターン化は、右「過去問H21～H28（の分析結果の通りである。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。 
 
H28の設計条件＇前文（では、事前公表の注意点＇パッシブデザイン、高天井防止対策、基礎方式（のうち、「パッシブデザイン」が
下記通り出題された。 
【H28の出題文】 
「・・・。 また、計画に当たっては、環境負荷低減のため、自然エネルギーを利用し、快適な室内環境が得られるような設計手法
＇パッシブデザイン（を、積極的に取り入れるものとする。」 
 
上記状況からH29も、下記の事前公表の注意点は、何点か組み込まれる可能性が高い。 
＇注１（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する特別特定建築物の計画 
＇注２（パッシブデザインを積極的に取り入れた建築物の計画 
＇注３（傾斜地を考慮した建築物の計画 
＇注４（車両動線＇車回し、車寄せ等（を考慮した外部空間の計画 
 
H29の予測課題１～３では、下記の通り設計条件＇前文（を設定した＇注記のうち組み込んだものは紫色で示している（。研究会独
自の予測課題１と、市販書籍の内容がかなり類似しており、その結果、市販書籍をベースにした予測課題２も予測課題１と類似内
容となった。従って、全てをまとめた予測課題３も同じようになり、結果的に予測課題１～３は、下記の通り、全て同じような内容と
なっている。 
 
【H29予測課題１の前文】 
 この課題は、ある地方都市郊外の海岸近くに建つ、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、南側に広がる豊かな自然景観を重視する。また、計画では、高齢者等の利用に配慮するとともに、パッシブデザインを、
積極的に取り入れるものとする。 
 
【H29予測課題２の前文】 
 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。 
 
【H29予測課題３の前文】 
 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、南北に広がる豊かな自然景観を重視する。また、計画では、高齢者等や障害のある利用者の使用に配慮し、パッシブデ
ザインを積極的に取り入れたものとする。 
 
 
その他の要因としては、本課題「小規模なリゾートホテル」の運営方法について書かれることも想定できる。 
リゾートホテルであるので、必ず浴室はあるが、その浴室の利用者が、宿泊者のみとなるのか、日帰り客も受け入れて宿泊者以外
の方も利用できるのか、のどちらになるかという点である。この運営方法は、設計プランの基本的考え方に大きく影響するので、こ
の前文で示されることもありえる＇その他としては、「２．建築物 要求室」で示される場合もある（。 
⇒予測課題１では、「２．建築物 要求室」の中で「日帰り客利用」と指定している。 

過去問＇H21～H2８（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、
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。「この課題は、・・・」から始まり、環境条件、計
画の目的、主要な施設の説明などが書かれている＇約150～250文字（。 
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・・・  
H28：中核都市の市街地にある公立小学校及び公園に隣接する・・・ 
 
【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・・・ 
H28：－ 
 
【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・・・ 
H28：自然エネルギーを利用し・・・ 
 
【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 
H28：保育所、児童館＇児童クラブ室（、子育で支援施設 
 

課題文の解説＇まとめ（は、公益財団法人建築技術教育普及センター＇以下、センターと言う（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「H29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～H28（、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～H28（、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　＇文面（

 
過去問＇H21～H28（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とH28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。 
 
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。ただし、過去
の出題と解答例をみると、建物周囲には、それなりの離隔があり、更に道路からの動線に駐車場等もあることから、この建ぺ
い率は、普通に計画すると自然にクリアできるので、それほど気にしなくても良い。 
 
＇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。 
ただし、H28は、過去の出題文に対して、風環境の文面が大きく追加された＇下記参照（。 
 
【H28課題文】 
＇6（ 気候は温暖であり、積雪についての特別の配慮はしなくてよい。 
   なお、風環境は、夏期は南からの卓越風、中間期は北からの卓越風がある地域とする。 
 

 
H29の「1.敷地及び周辺条件」について、「文面」は、「傾斜地」が追加される。 
研究会としては、南北に傾斜した敷地であり、南側又は北側に道路が配置され＇両方の南北に道路配置もある（、歩道や道
路と敷地とは傾斜がない条件と推定している。つまり、文面としては、下記のようなものになる。  
 
【H29傾斜地の文面】 
＇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。 
 
H29の課題が、仮に敷地が全て傾斜地として、道路側も傾斜地の敷地との接続である場合、敷地の造成が必要となり、試験
問題としては難しすぎると想定している。ただし、傾斜地であることから、地下１階は、通常の値切りにより平地として、その上
に建設するものとなる。 
更に、地盤状況は、傾斜地のそれぞれで支持地盤が異なると、これも試験問題として難しすぎると想定できるので、こちらも
「地盤は良好である。」という表現になるとしている。 
その結果、基礎計画は、次の理由からべた基礎が望ましい＇下記は「記述解答」と同じであり、図面との整合性に関連する（。  
・基礎は、支持層が傾斜している可能性と、偏土圧に対する水平抵抗力を高めるため、べた基礎を採用した。  
・べた基礎は、地下１階の湧水処理と設備ピットとしての利用をするため、２重スラブ＇ピット（構造とした。  
 
それ以外で文面として注記すべき点は、「建ぺい率」であるが、この建ぺい率は、右の過去問分析でも明らかなように、通常
の設計をすると自動的にクリアできている。ただし、建ぺい率60％と指定があった場合は、十分注意して、範囲内に入るかを
計算確認する必要がある。 
 
予測課題３の文面は以下の通りである。 
この中で、注記すべき点を赤字で示した。赤太字は、建ぺい率の計算例である。 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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。   ⇒建ぺい率 1,800㎡×0.7＝1,260㎡以下 
 ＇4（ 電気、ガス及び上下水道は、完備している。 
 ＇5（ 地盤の状況は良好であり、杭打ちの必要はない。 
 ＇6（ 気候は温暖で、地下水及び積雪についての特別の配慮はしなくてよい。 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



＇2（１．敷地及び周辺条件　＇敷地図（

図　予測課題１の敷地図 図　予測課題２の敷地図 図　予測課題３の敷地図

 
過去問＇H21～H28（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㎡の範囲であり、直近H24～H28は、1,750～1,800㎡である＇東西35～50ｍ、南北35～38ｍ（。 
試験用紙ⅠはＡ２伴であり、平面図等をこの用紙内に納めるためには、上記寸法にならざるを得ない。  
 
＇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～H28の過去問からは、１面接道１回、２面接道６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となる。 
 
＇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、H28（、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、H28（ ・・・南を除く全ての方位で配置 
 
＇4（方位 
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4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 
H29の敷地図は、南北への傾斜路とした敷地＇50ｍ×35～37ｍ程度（と推定する。 
道路は、北側、南側、南北側の３通りである。 
 
１．敷地規模について 
敷地規模は、1,800㎡＇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例を除くと例年出題されている1,750㎡、1,800㎡である。 
下記に直近５年間の敷地規模を列記するが、これらを総合するとH29は、ほぼ1,750㎡か、1,800㎡のどちらかとなると推定する。 
【直近過去問５年間の敷地規模】 
H28：1,800㎡、50ｍ×36ｍ 
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 
H29課題の南側の隣地条件は、傾斜地とリゾートホテルという特殊性から、湖畔、海、川等の自然景観となると推定する。  
同時に、北側にも宿泊室が来る可能性が高いことから、北側は、樹林等の眺望良好な環境になると推定する。  
従来出題の多い、南側公園は、都市部ではないので、出題確率は低いと推定する。  
 
３．道路条件について 
H29の道路条件は、大本命が北側道路、次に南側道路、予測し難い問題として南北道路＇かつ南側遊歩道（を想定した。  
傾斜地なので、上記以外の道路＇東西道路（は、採用されないと推定する。 
H21以降、傾斜地の出題が初となるので、過去の接道条件は、あまり参考にならない。 
研究会の予測課題では、下記の通り設定した＇下図参照（。 
予測課題１：敷地1,800㎡＇50×36ｍ（、北側道路 
予測課題２：敷地1,750㎡＇50×35ｍ（、南側道路 
予測課題３：敷地1,800㎡＇50×35ｍ（、北側道路、南側遊歩道 
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湖

50ｍ
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敷 地樹林

歩 道

車 道
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地形略
断面図
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25ｍ
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14ｍ
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断面図

樹 林
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10ｍ

標高10ｍ（平坦）

標高6ｍ（平坦）

敷地

4ｍ

樹 林

36ｍ

隣地駐車場

遊歩道 4ｍ



＇3（２．建築物＇1（本文

 
過去問＇H21～H28（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①～④の出題であった。 
①地上２階建て＇H22、H24、H25、H26（、②地上３階建て＇H28（、 
③地上５～７階建て＇H21、H23、H26（、④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。 
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、指定範囲に入っている条件なら、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。 
３階建ての課題での床面積の指定は、H28が2,000㎡以上、2,500㎡以下となっている。床面積の指定範囲は500㎡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。この年度は、かなりの受験生が面積計算間
違いをし、H28に元の形式に戻っているので、今後、出題されない可能性が高いが、参考まで下記を一読頂きたい。 
 
【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。 

 
H29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、2,500㎡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、H29も同様になると推定する。 
この場合、耐火性、耐水性、遮音性、経済性等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＇地下１階、地上２階（で出題される。 
過去問H28が、３階建ての出題であり、参考となる。 
・H28：子ども・子育て支援センター ⇒３階建て＇2,000～2,500㎡（ 
H29予測課題３では、上記を参考にしつつ、床面積の合計を2,000～2,500㎡とした。 
 
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。この方法は、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というものである。 
 
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。研究会の柱割りは、柱への構造負荷及びプランの決定のし易さ等から７ｍ×７ｍか、７ｍ×６ｍを
基本とする。 
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。この42ｍ×21ｍは、７×７ｍグリッドなら横６コマ、縦３コマのスパン割りとなり、７×６ｍグリッドなら横７コマ、縦３
コマのスパン割りとなるので、どちらでも同じ床面積である。 
・7×7ｍグリッド＇横６スパン（：6×3コマ＝18コマ＇42ｍ×21ｍ＝882㎡（ ・・・下図参照 
・7×6ｍグリッド＇横７スパン（：7×3コマ＝21コマ＇42ｍ×21ｍ＝882㎡（ ・・・下図参照 
これは、どちらのグリッドでも同じ建物外形となることを示しているので、この42ｍ×21ｍを基本にすることで、簡単に同時進
行で検討できることとなる。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
抜けやテラスなどの削減面積＇７×７ｍグリッドなら１コマ49㎡、７×６ｍグリッドなら72㎡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、素早く出題課題の床面積内に納まるかが分かる。  
⇒ここの解説は、「３．エスキスの仕方」に詳細解説あり。 
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＇4（２．建築物＇2（要求室一覧表

 
過去問＇H21～H28（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階建てとH28の３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～H27の指定が全て「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。ただし、H28に初めて、この表の右で「遊戯室 125㎡以上」と約でない指定があった。な
お、この「約」の解釈は、その指定面積の±10％以内を目安としたい。約での指定面積の10％を切ると減点対象になると推
定するが、センターの標準解答例では、10％を超えているものもあったので、10％を若干超えた場合は減点にならない可能
性もありえる。 

 
H29の「２．建築物＇2（要求室一覧表」は、市販書籍の予測課題の分析と、H21～H28の過去問での予測し難い要求室など
を参考に作成した。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（が、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である。 
・他方、あまりに簡単な問題では、多くの方が合格ラインに達する。 
・平成27年度の製図合格者3,774名の内、資格学校Ｓ社の合格占有率は約57％、Ｎ社は約30％、その他は約13％である。 
・９割弱の合格者がＳ社、Ｎ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。 
・Ｓ社、Ｎ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？（。 
・Ｓ社、Ｎ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、Ｓ社、Ｎ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＇Ｓ社・Ｎ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Ｓ社、Ｎ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。Ｓ社、Ｎ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、Ｓ社、Ｎ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。 
 
ただし、H29は、Ｓ社が市販書籍の販売を中止した。 
従って、研究会は、H29の予測課題１～３について市販書籍Ｎ社、過去問H21～H28等を参考に独自の予測として作成した＇下表
参照（。研究会としては、正直Ｓ社の市販書籍がないのは痛手であるが、それでも80％以上の的中率を目標に予測課題を作成す
ることを最大の目的とする＇試験終了後に検証公表する（。 

表　研究会予測課題１～３と市販書籍Ｎ社の要求室等の比較 バ：バリアフリー対応宿泊室

テラス 駐輪場

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１ 1,800 50 36
平坦10ｍ⇒傾斜16ｍ

⇒平坦10ｍ
2,200 ～ 2,600 樹林 樹林 海 道路

２人６室

（30㎡）

２人３室

（60㎡）

バ２人１室

（適宜）
適宜 適宜 - - 適宜

40席

（適宜）
適宜 各120㎡ 適宜

マッサー

ジ内適宜
- - - 5人 - - 適宜 適宜 適宜 － 1 1 - 1 10 8/8確定

研究会 予測課題２ 1,750 50 35
平坦10ｍ⇒傾斜15ｍ

⇒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

研究会 予測課題３ 1,800 50 36
平坦10ｍ⇒傾斜16ｍ

⇒平坦10ｍ
2,000 ～ 2,500 樹林 樹林

遊歩道

（湖）
道路

２人10室

（25㎡）

２人４室

（50㎡）

バ２人１室

（50㎡）
適宜 適宜 適宜 -

適宜

（吹抜３層）
40人 80㎡ 各200㎡ 浴室内 浴室内 - -

20人

テ20人
4人 - 適宜 適宜 適宜 適宜 50 1 2 - 1 10 9/4確定

課題① 1,750 50 35
平坦10ｍ⇒傾斜15ｍ

⇒平坦10ｍ
2,000 ～ 2,400 樹林 樹林

樹林

（湖）
道路

２人５室

（30㎡）

３人５室

（50㎡）

バ２人１室

（30㎡）
適宜 適宜 適宜 - 適宜

50人

（150㎡）
60㎡

各８人

（100㎡）
30㎡ 50㎡ 20㎡ -

100㎡

（喫茶）
5人 - - 適宜 適宜 適宜 － 1 2 - 1 － 8/21確定

課題② 1,575 45 35
平坦5ｍ⇒傾斜20ｍ

⇒平坦10ｍ
1,800 ～ 2,200

マンショ

ン
ホテル

道路

（公園）
道路

２人９室

（24㎡）

２人２室

（40㎡）

バ２人２室

（30㎡）
適宜 適宜 適宜 適宜

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㎡）
- - - -

適宜

（吹抜）
40席 80㎡

各12人

（適宜）
120㎡

マッサー

ジ

室に有

- -
エント

に有
5人 適宜 適宜 - 適宜 適宜 － - 2 - 2 10 8/21確定

駐車場

備考（**～**） 宿泊部門 共用部門 管理部門

以上、以下指定

課題名

建設用地 指定㎡数 東西南北の条件 要求室

Ｎ社書籍



＇5（３．その他の施設

　

 
過去問＇H21～H28（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（ 
・H28：屋外遊技場＇200㎡以上、直径５ｍの円（、屋上広場＇約200㎡、直径10ｍの円（ 
 
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（ 
・H28：車いす使用者用＇１台（、サービス用＇１台（、施設利用者用＇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×6.0～7.0ｍ 
 
＇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（ 
・H28：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、H28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 

 
H29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、テラスが１例のみで２課題では特に指定されていなかっ
た。本件は、傾斜路であることから、屋外に特別な施設を設けるゆとりがあまりないものと推定できる。従って、研究会の予測課題で
も、１案のみテラス50㎡以上の指定があるものの、それ以外は、特に屋外施設を設けなかった。 
 
駐車場は、市販書籍によると車いす駐車場が２台、サービス駐車場が２例２台、１例１台、送迎用マイクロバス駐車場が２例１台、駐
輪場は２例10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２台、サービス駐車場１台、送迎用マイクロバス
駐車場１台、駐輪場10台とした。 
 
 
【予測課題３】 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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1台分を設ける。 
    利用者用及び従業員用は、敷地外の隣地駐車場を利用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。 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
注意点 
・送迎用マイクロバスの駐車場スペースは、3.5ｍ×7.0ｍと指定しているが、指定とならない場合もある。 
・車椅子利用者用駐車場は、出入口に近い位置とする＇3.5ｍ×5ｍ（。 
・サービス用駐車場は、2.5ｍ×5ｍとする。 
・事前課題の注意点「車寄せ」の指示事項は、ここで指定される可能性が高い。 
 「車寄せは、車両動線に配慮して設ける。」となっているが、車両動線に配慮では、一方通行が改善策となる。 
・駐輪場は、レンタサイクル用としての指定がある可能性が高い。 
 その場合、１台0.5ｍ×2ｍの駐輪場と、その通路幅2ｍが必要である。 
・ごみ置場は、ここで指定がなくても設けないといけない＇ないと減点対象（。 
 
 
 



＇6（４．計画に当たっての留意事項

 
過去問＇H21～H28（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～H28：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～H28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。 
・H28：各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 
・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、H28：＇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～H28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。 
・H28：②地盤条件を考慮した基礎構造、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～H28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：－、H28：－ 
 
＇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。H28はエレベーターの記載なし。 
・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：－ 
 
 
 
 
 

 
H29の「４．計画に当たっての留意事項」は、建築計画、構造計画、設備計画である。 
ここは、ほぼ定型文であるので、過去の定型文と異なる点をチェック読みすることで、早く間違いなく読める。 
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、給水設備で受水槽方式を指定した。 
 
 
【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 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。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。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
受水槽方式に関する補足説明 
受水槽方式は、屋内と屋外の２通りを選定できる。 
屋内の場合は、受水槽スペースとして7×7ｍまたは6×7ｍで１コマ程度が必要である。 
また、屋外の場合は、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。 
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、上記のような採用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＇記述解答と連携（。 
 
 
給湯設備に関する補足説明 
H26には、「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。」の指示があった。 
H29はリゾートホテルであり、必ず浴室があるので、この出題も想定できる。 
従って、ここでは、給湯設備について補足説明をする。給湯設備とした場合、大きく浴室は中央給湯方式、厨房は、その使用量や
時間帯、循環配管での熱ロスを考慮すると局所式が望ましい。 
 
【浴室】ガス炊き無圧給湯機＋貯湯槽＋圧送ポンプによる中央給湯方式 
浴室は、ガス炊き無圧給湯機＋貯湯槽＋圧送ポンプによる中央給湯方式が妥当である。 
中央給湯方式では、浴室だけではなく、宿泊室の給湯も対応するので、大量の湯を使用する。また、時間帯も集中するので、貯湯
槽も必要である。給湯機は、排気がクリーンとなる都市ガスを使用し、ボイラー技師が不要となる無圧式のガス炊き無圧給湯機とす
る。 
設備機械室は、最低で１コマ、可能なら２コマは必要である。 
また、浴室には、循環ろ過設備が必要であるが、これは、配管の熱ロスや循環水の動力等から浴室に近いことが重要になる。もし、
給湯設備機械室が、浴室から離れている場合は、浴室の近傍に、循環ろ過機械室を別途設ける必要がある。 
 
【厨房】ガス瞬間式給湯器による局所給湯方式 
厨房は、使用時間や維持管理、また設備機械室の直上等には浴室が配置される可能性が高く、厨房の配置が設備警戒室から遠
いことが多いので、循環熱ロスや圧送ポンプ動力の削減等＇配置計画による（から、ガス瞬間給湯器による局所給湯方式が妥当で
ある。 
この場合、ガス瞬間給湯器は、厨房内であってもよい＇排気ガスは屋外排出（。 



＇7（Ⅱ．要求図書

＇8（３．計画の要点等
注：計画の要点等は、「記述解答」を参照下さい。また、「バリアフリー、パッシブデザイン、傾斜地の計画、車両動線」も参照ください。

 
過去問＇H21～H28（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。 

H28は、「計画して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。」となった。つまり、簡潔な文章

や矢印による補足がないと大減点となる。 
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 ・・・H29は出題されない 
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、H28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。  
⇒H29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、H29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階で確実に出題される。それ以外として、
地下１階、１階で出題されるかの確認は必要である＇北側道路なら地下１階、南側道路なら１階も避難階となる可能性がある（。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、大減点となるので注意したい。 
研究会は、下記に示すH29予測課題３のような形式で出題されると推定する。以下、＇1（平面図、＇2（断面図の留意点を列記する。 
 
＇1（平面図 
H29は、傾斜地であることから、平面図の地下１階が南側配置図、１階が北側配置図との組合せになると推定する。 
殆どが定型文であるが、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。以下に各年度の指示事項を示す。 
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  
H28：屋外遊戯室の面積、遊具、手・足洗い場等 
 
＇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プレイルーム 
また、H25、H26は、「勾配屋根の形状がわかる断面とする。」などの追加分があった。H29も高確率で勾配屋根の指定があ
ると推定する。 

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～Ｂ４（、

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

　ロ．植栽、通路

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．出入口、駐車場＇台数を明記（及び車寄せ

　ロ．地下１階の屋根、ひさし等となる部分

　ハ．植栽、通路及びごみ置場

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。



３．エスキスの仕方
研究会は、製図試験は「時間との勝負」の試験であると考えている＇H27から平面３図になり更に時間が無い状況（。

ベストな時間配分は、＇1（課題読み30分、＇2（エスキス＇90分（、＇3（記述＇60分（、＇4（作図＇180分（、＇5（見直し＇30分（

この中で合格するために最も重要であるのは、＇1（課題読み30分と＇2（エスキス＇90分（である。

⇒この120分でエスキスが完了できれば、残りは難しくないことから、合格図面となる。

　不合格となる最大の事例は、エスキスが完了しないで作図に入り、考えながら作図したり、その結果一度書いた

　図面を消して書き直したり、一部書き忘れとなり減点が多い図面となり、結果ランクⅡ以下となる。

研究会は、時間短縮のため、理由を記載してエスキス内容を「事前確定」させるという手法をとっている。

この手法は、エスキスを短時間で完了できるが、確定要因が多いので、皆様として納得した場合に活用ください。

＇1（課題読み30分
11：00試験開始と同時に、10秒で良いので、右赤丸印を見てから「課題読み」をして下さい。

⇒この赤丸印は、「敷地50×36ｍ、床面積2,500㎡以下」なら「大ラッキー」と思って下さい。

　大ラッキーの理由は、下記の1（と2（の通りである＇これもかなり「事前確定」している内容である（。

1（　敷地50×36ｍから読める「事前確定」について

・敷地が横50ｍ×縦36ｍ程度なら、建物のスパン割りは42×21ｍとする。

　⇒応用：これは、スパン割り42×21ｍが最優先の「事前確定」事項なので、横46ｍ以上の敷地なら利用可。

・グリッドは、7ｍ×7ｍまたは6ｍ×7ｍのどちらかとする＇事前確定（。・・・階段ＥＶの納まり、柱１本負担軽減等

　⇒42×21ｍは、下図の通り、7×7グリッド＇これを１コマと言う（で横６コマ、7×6なら横７コマとなる。

2（　床面積2,500㎡から読める「事前確定」について

・基本事項が、建物のスパン割り42ｍ×21ｍから、この面積882㎡/階が基本となる＇３階建て合計2,646㎡（。

・H29の床面積の上限値が2,700㎡なら、この42ｍ×21ｍ×３階＝2,646㎡を採用すれば良い。

①床面積2,600㎡なら、３層１コマ吹抜けでクリアできる＇7×7グリッド2,548㎡、6×7グリッド2,562㎡（

②床面積2,500㎡なら、３層１コマ吹抜け＋テラス70㎡程度でクリアできる。

③床面積2,400㎡なら、３層１コマ吹抜け＋テラス40㎡＋出入口側ピロティ42×3＝126㎡でクリアできる。

④床面積2,300㎡なら、地下１階の北側１スパン無し＋南側３層吹抜けでクリアできる＇階段ＥＶは中間位置（。

⑤床面積2,200㎡なら、地下１階の北側１スパン無し＋南側３層吹抜け＋テラス70㎡程度でクリアできる。

なお、過去の３階建ての出題での床面積は、「2,000㎡以上、2,500㎡以下」であった。
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図 ④の事例：地下１階7×7グリッド納まり（横６コマ） 図 ④の事例：地下１階6×7グリッド納まり（横７コマ） 



2（　課題読みの中での「階振りと面積出し」について

・課題読みは、上記10秒チェック終了後に実際に一読する。

　⇒その場合、赤ボールペンでのチェックとすると良い＇マーカーし過ぎは後のチェックがし難い（。

・課題読みは、15分程度で終了する。

　⇒15分での課題読みの中では、赤ボールペンで定型文以外のチェックポイントや敷地図＇右H29予測課題３を参照（のチェックをする。

・課題読みの中の残り15分は、階振りと面積出しをする。この段階で、階振りと面積出しを終えると、次のエスキスが容易になる。

　⇒宿泊部門は、可能であれば２階に全て納める方が良い＇静寂性の階にできる、他要求室との交錯がなくなる等（。

・予測課題３による階振りと面積出しの例を以下に示す。

　⇒この段階では、目安であり、想定した要求室の面積を地下１階、１階、２階で合計し、各階で納まるかを確認する。

　　更に、その数値に1.3倍して廊下等を考慮して、納まるかを確認する。

　　各階の合計が、課題の床面積の中に納まるかを確認してから、エスキスに入る。・・・ここまでを11：30までとする。

　※この宿泊部門が２階で納まるかどうかは、大きな要因となる。

　　一般的には、50㎡単位の場合、7×7ｍグリッドの方が納まる可能性が高い。

　　しかし、7×7グリッドのスパン割りは、横６コマであり、6×7グリッドなら横７コマとなる。

　　ここの１コマ差は大きい場合がある。

　　下記、予測課題３の場合、7×7ｍグリッドの横６コマでは、２階に全ての宿泊室が納まらない。

　　従って、廊下部分をうまく活用して、要求面積をクリアさせて、6×7ｍグリッドにして宿泊室を納める。
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1/2,000

地形略
断面図

樹 林
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標高10ｍ（平坦）

標高6ｍ（平坦）

敷地

4ｍ

樹 林

36ｍ

隣地駐車場

遊歩道 4ｍ

傾斜 

主出入 

眺望◎ 

眺望○ 

階振り 面積出し
Ｂ１ １階 ２階 部門 室　名 床面積 Ｂ１ １階 ２階

・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。 250

・バス、トイレ付きとし、ベッドを設ける。

・全４室＇約50㎡/１室（を設ける。

○ ・洋室４人部屋とする。 200

・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。 50

・バス、トイレ付きとし、ベッドを設ける。

○ ○ リネン室 適　宜 10 10

○ 自販機室 適　宜 10

○ ランドリー室 ・宿泊者が利用する。 適　宜 10

・地下１階から２階まで50㎡以上の吹抜けを設ける。 50 50

・南側遊歩道への出入口を設け、風除室を設ける。

・風除室を設ける。

・レストラン、ラウンジ及び吹抜けを隣接させる。

・40人程度が利用する。

・厨房を設ける。

・喫茶を設け、屋内で20人程度が利用する。

・20人程度が利用する50㎡以上のテラスを設ける。

・男女別に各約200㎡とする。

・男女別にマッサージルーム、休憩コーナー、脱衣室、

　便所、洗面、ロッカーを設ける。

・浴室には、大浴漕、露天風呂、サウナを設ける。

○ 売店 ・レジカウンターを設ける。 約80㎡ 80

○ 事務室 ・４人分の事務スペースを確保する。 適　宜 30

○ フロント ・カウンター、クロークを設ける。 適　宜 10

○ 更衣室 ・男女別に設ける。 適　宜 20、20

○ 休憩室 適　宜 40

○ 非常用備蓄倉庫 ・屋外、屋内から搬出入できるようにする。 約40㎡ 40

・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。 小計 600 580 580

・その他必要と思われる室等は、適宜計画するものとする。 780 754 754

合計 2,288 （納まる）

80 80

廊下等考慮1.3倍の小計

120

120

120

400

○

○

○

○

○ ○

ラウンジ 適　宜

約400㎡大浴場

宿泊室Ｂ 約200㎡

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 適　宜

特記事項

設備スペース 適　宜

約250㎡宿泊室Ａ

廊下幅を３ｍとして各宿泊室を２階に全て納める。 



＇2（エスキス90分

11：30～13：00のエスキス90分の流れは、①機能図検討、②ゾーニング検討、③平面図の検討、④断面図の検討である。

⇒エスキスでは、いきなり平面図の検討に進みたい気持ちとなるが、意外に、①機能図検討５分と②ゾーニング検討５分

　　を書くことで、方向性が見えて落ちのないエスキスができる＇完璧に頭の中で組み立てれるのであれば割愛もあり（。

①　機能図検討＇５分　11：30～11：35（

機能図は、各階の要求室が一目でわかり、それが関連性がある場合、矢印により容易にまとめることができるものである。

エスキスを進めるに当たり、この機能図があった方が、間違いが断然少なくなる。

ここでは、５分以内で書き上げるものとするが、下記方法ならかなり時間短縮できる。

・当研究会の右図の機能図を無条件に書く

・この機能図と課題との内容で異なる部分を修正する

・１階が出入口階となる予測課題３と、地下１階が出入口階となる予測課題２の機能図を右に示す。

・修正したものを機能図として決定する＇この作業で研究会の予測課題の解答図との違いも把握できる（

②ゾーニング検討＇15分　11：35～11：50（

ゾーニングは、1/1000スケールで、各部門を重視して、ゾーニングの納まりを検討する＇敷地図が1/1000なら利用する（。

検討事項は、下記の通りである。

・主出入口と建築可範囲を決定する＇この段階で車寄せ、駐車場範囲も決定できる（。

・階段とＥＶの位置を決定し、概ねのゾーン分けをする。

・１階北側道路か、地下１階南側道路かで、このゾーン分けは大きく異なる。

　⇒予測課題３は１階北側道路、予測課題２は地下１階南側道路であり、２パターンとして把握しておく必要がある。

・宿泊室が２階で全て納まるかどうかを1/1000で確認する＇納まるならエスキスはかなり楽になる（。

・浴室とレストランをそれぞれ、１階か地下１階とするかを決定する。

・利用者と管理者との動線に考慮し、各室のゾーン分けをする。

以下に、予測課題３のゾーニング検討を示す。

・東西の離隔をそれぞれ４ｍとして、北側に駐車場等を含め10ｍ、南側５ｍの離隔とする。

・建物は、6ｍ×7ｍグリッドの横7スパン42ｍ、縦3スパン21ｍとする。

・地下１階に大浴場とし、売店と非常用備蓄倉庫を設置する。

・１階は出入口で、レストランとラウンジ及び管理ゾーンとする。

・２階は、全て宿泊部門とする。

図　予測課題３の機能図

図　予測課題２の機能図

図　地下１階のゾーニング＇予測課題３（ 図　１階のゾーニング＇予測課題３（ 図　２階のゾーニング＇予測課題３（

宿泊部門 共用部門 管理部門 その他

宿泊室Ａ（10室）25㎡/室 吹抜け50㎡以上 リネン室 ２階屋上（勾配屋根の場合） ２階屋上（陸屋根の場合）

宿泊室Ｂ（4室）50㎡/室 多機能便所 太陽光発電パネル 太陽光発電パネル

宿泊室Ｃ（１室）50㎡/室 開閉式トップライト 屋上緑化

自販機室 キュービクル

ランドリー室 非常用発電機

空調室外機

開閉式トップライト

吹抜け50㎡以上 事務室 屋外：受水槽

多機能便所 フロント（クローク） 屋外：空調室外機

エントランスホール 更衣室（男女） マイクロバス駐車場１台

レストラン（厨房） 休憩室 車椅子用駐車場２台

ラウンジ（喫茶） 設備スペース サービス用駐車場１台

駐輪場10台

（テラス） リネン室 ごみ置場

吹抜け50㎡以上 非常用備蓄倉庫

多機能便所 設備スペース

大浴場

売店

２　階

１　階
（出入口階）

地下１階

宿泊部門 共用部門 管理部門 その他

宿泊室Ａ（10室）25㎡/室 吹抜け56㎡以上 リネン室 ２階屋上（勾配屋根の場合） ２階屋上（陸屋根の場合）

宿泊室Ｂ（4室）50㎡/室 多機能便所 太陽光発電パネル 太陽光発電パネル

自販機室 開閉式トップライト 屋上緑化

ランドリー室 キュービクル

非常用発電機

空調室外機

開閉式トップライト

宿泊室Ｂ（4室）50㎡/室 吹抜け56㎡以上 リネン室 屋外：空調室外機

宿泊室Ｃ（１室）50㎡/室 多機能便所

大浴場

休憩コーナー

マッサージルーム

吹抜け56㎡以上 事務室 屋外：受水槽

多機能便所 支配人室 マイクロバス駐車場１台

エントランスホール フロント（クローク） 車椅子用駐車場２台

レストラン（厨房） 更衣室（男女） サービス用駐車場２台

ラウンジ 休憩室 駐輪場10台

売店 設備スペース ごみ置場

２　階

１　階

地下１階
（出入口階）

10

7

7 36

7

5

6 6 6 6 6 6 6

4 442

コア コア 

吹抜 大浴場 大浴場 

設備 

10

7

7 36

7

5

6 6 6 6 6 6 6

4 442

車道 

出入口 

コア コア 

吹抜 

管理ゾーン 

レストラン ラウンジ 

設備 

10

7

7 36

7

5

6 6 6 6 6 6 6

4 442

コア コア 

吹抜 宿泊室 宿泊室 

宿泊室 売店 
非常
倉庫 宿泊 宿泊 

自販
洗濯 



③平面図の検討＇60分　11：50～13：50（

・平面図は、7×7か6×7グリッドの42ｍ×21ｍに対して、1/400としてプランを落とし込む。

⇒柱は、マジックで点として書くと、早く書けて簡単に消せる＇裏にマジック跡が残るので注意（。

以下、研究会「事前確定」方式の平面図を素早く書く方法を示す。

⇒事前確定は、「１階北側出入口の場合」と「地下１階南側出入口の場合」の２パターンで解説する。

1（　１階北側出入口の場合

１．中心にエントランスと吹抜けを南北突き抜けで１コマ×３で計画する＇図１参照（。

２．北側１コマ＇階段＋ＥＶ（の２ヶ所に、コア＇縦動線（を計画する＇図２参照（

　　⇒上記、１．と２．が基本となった場合、全体面積の調整は、図３の通りである。

３．２階に宿泊室を計画する＇廊下は３ｍ、全て納まるならラッキー（＇図４参照（

４．大きい要求室＇レストラン、浴室（を計画する＇図５参照（。

５．管理部門を右側か左側に計画する＇厨房側となる、設備スペースは逆でも可（＇図５参照（

６．その他の要求室等＇庇、断面位置、歩行距離も含む（すべてを1/400に落とし込む。

７．外部条件＇駐車場等（を計画する。

８．この段階で、課題文との見直しチェックする＇エスキス全てに黄色マーカーをし落ち無しを確認（。

９．面積表を下書きする。

　　⇒以上でエスキス完了であるが、このエスキスを参考に作図すると次頁図＇予測課題３（となる。

▽出入口

風除室

階段・ＥＶ 階段・ＥＶ こちらも有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

図２（2）　１階北側出入口の６×７ｍグリッドの平面エスキス

▽出入口

風除室

エントランスホール

吹抜け

図１（2）　１階北側出入口の６×７ｍグリッドの平面エスキス

▽出入口

風除室

エントランスホール

吹抜け

図１（1）　１階北側出入口の７×７ｍグリッドの平面エスキス

▽出入口

風除室

階段・ＥＶ 階段・ＥＶ こちらも有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

図２（1）　１階北側出入口の７×７ｍグリッドの平面エスキス

49㎡減 階段・ＥＶ 49㎡減 49㎡減 階段・ＥＶ 49㎡減

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

　　（上部１階49㎡、

　　２階49㎡が減）

図３（1）　地下１階（１階北側出入口）の７×７ｍグリッドの平面エスキス

※課題の床面積2,400㎡以下という厳しい条件となった場合、

この階段・ＥＶ位置を変更しないで面積クリアする方法であ

る。地下１階の北側で階段・ＥＶ以外の部分を「根切」なしと

し、吹抜け１階と２階の面積も減とすると下記計算通りの床

面積となる。

42×21＝882㎡ ×３階＝2,646㎡

49×6＝294㎡

2,646－294＝2,352㎡ ⇒ 2,400㎡以下

42㎡減 42㎡減 階段・ＥＶ 42㎡減 42㎡減 階段・ＥＶ 42㎡減

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

　　（上部１階42㎡、

　　２階42㎡が減）

図３（2）　地下１階（１階北側出入口）の６×７ｍグリッドの平面エスキス

※課題の床面積2,400㎡以下という厳しい条件となった場合、

この階段・ＥＶ位置を変更しないで面積クリアする方法であ

る。地下１階の北側で階段・ＥＶ以外の部分を「根切」なしと

し、吹抜け１階と２階の面積も減とすると下記計算通りの床

面積となる。

42×21＝882㎡ ×３階＝2,646㎡

42×7＝294㎡

2,646－294＝2,352㎡ ⇒2,400㎡以下

休憩コーナー

自動販売機

ランドリー室

客室 階段・ＥＶ 多機能便所など 客室 階段・ＥＶ 客室

（客室小は２分割） （利用者用） （客室小は２分割） （管理者用） （客室小は２分割）

２階ホール

廊下３ｍ 廊下３ｍ

客室 客室 吹抜け 客室 客室 客室

（客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割）

図４（1）　２階（１階北側出入口）の７×７ｍグリッドの平面エスキス

※２階の客室は、大きい客室なら最大10室（最大77㎡）、小さい客室なら、こ

の1/2とした２倍の最大20室（最大38㎡）となる。

この最大面積は、小さくするには容易である（バルコニーを柱内に２ｍ設け

るなど）。つまり、２人用または３人用のものなら、課題条件の約80㎡、約40

㎡に容易に対応できる（約は10％以内なら妥当）。これより小さい、約60㎡、

約30㎡も、更に約50㎡、約25㎡も容易に対応できる。

後は、大小の客室条件が、ここの２階で全て納まるかだけである。この図が

理解できれば、容易に２階に納まるかが判断できるようになる。

休憩コーナー

自動販売機

ランドリー室

客室 客室 階段・ＥＶ 多機能便所など 客室 階段・ＥＶ 客室

（客室小は２分割） （客室小は２分割） （利用者用） （客室小は２分割） （管理者用） （客室小は２分割）

２階ホール

廊下３ｍ 廊下３ｍ

客室 客室 客室 吹抜け 客室 客室 客室

（客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割） （客室小は２分割）

図４（2）　２階（１階北側出入口）の６×７ｍグリッドの平面エスキス

※２階の客室は、大きい客室なら最大10室（最大54㎡）、小さい客室なら、この1/2とし

た２倍の最大20室（最大27㎡）となる。

この最大面積は、小さくするには容易である（バルコニーを柱内に２ｍ設けるなど）。つ

まり、２人用または３人用のものなら、課題条件の約60㎡、約30㎡に容易に対応でき

る（約は10％以内なら妥当）。これより小さい、約50㎡、約25㎡も、更に約40㎡、約20

㎡も容易に対応できる。

後は、大小の客室条件が、ここの２階で全て納まるかだけである。この図が理解でき

れば、容易に２階に納まるかが判断できるようになる。

▽出入口

風除室

設備スペース 設備スペース 階段・ＥＶ 管理ゾーン 階段・ＥＶ 管理ゾーン

（利用者用） （管理者用） （設備スペース有）

管理ゾーン

エントランスホール 管理ゾーン 管理ゾーン

ラウンジ等 吹抜け レストラン 厨房

図５（2-1）　１階平面（１階北側出入口）の６×７ｍグリッドの平面エスキス

設備スペース 設備スペース 階段・ＥＶ 売店等 階段・ＥＶ 管理ゾーン

（利用者用） （管理者用） （設備スペース有）

地下１階ホール

大浴場等 吹抜け 大浴場等

図５（2-2）　地下１階平面（１階北側出入口）の６×７ｍグリッドの平面エスキス

設備スペース 階段・ＥＶ 売店等 階段・ＥＶ 管理ゾーン

（利用者用） （管理者用） （設備スペース有）

エントランスホール

大浴場等 吹抜け 大浴場等

図５（1-2）　地下１階（１階北側出入口）の７×７ｍグリッドの平面エスキス

▽出入口

風除室

設備スペース 階段・ＥＶ 管理ゾーン 階段・ＥＶ 管理ゾーン

（利用者用） （管理者用）

管理ゾーン

エントランスホール 管理ゾーン 管理ゾーン

ラウンジ等 吹抜け レストラン 厨房

図５（1-1）　１階平面（１階北側出入口）の７×７ｍグリッドの平面エスキス



予測課題３の図面＇１階北側出入口「１階道路」パターン（



2（　地下１階南側出入口の場合

１．中心にエントランスと吹抜けを南北突き抜けで１コマ×３で計画する＇図６参照（。

２．北側１コマ＇階段＋ＥＶ（の２ヶ所に、コア＇縦動線（を計画する＇図６参照（

３．２階に宿泊室を計画する＇廊下は３ｍ、全て納まるならラッキー（＇1（の図４と同じ考え方（

４．大きい要求室＇レストラン、浴室（を計画する＇図７参照（。

５．管理部門を右側か左側に計画する＇厨房側となる、設備スペースは逆でも可（＇1（の図６と同じ考え方（

６．その他の要求室等＇庇、断面位置、歩行距離も含む（すべてを1/400に落とし込む。

７．外部条件＇駐車場等（を計画する。

　　⇒敷地内の道路は一方通行、車寄せは出入口直前、車椅子用駐車場は出入口近傍が望ましい＇図８参照（。

８．この段階で、課題文との見直しチェックする＇エスキス全てに黄色マーカーをし落ち無しを確認（。

９．面積表を下書きする。

　　⇒以上でエスキス完了であるが、このエスキスを参考に作図すると次頁図＇予測課題２（となる。

図８　外部計画＇一方通行、車寄せ、車椅子用駐車場等（の計画

階段・ＥＶ こちら階段も有 階段・ＥＶ こちら階段も有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

風除室

△出入口

図６（2）　１階北側出入口の６×７ｍグリッドの平面エスキス

階段・ＥＶ こちら階段も有 階段・ＥＶ こちら階段も有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

風除室

△出入口

図６（1）　１階北側出入口の７×７ｍグリッドの平面エスキス

階段・ＥＶ こちら階段も有 階段・ＥＶ こちら階段も有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

風除室

△出入口

図７（1）　１階北側出入口の７×７ｍグリッドの平面エスキス

階段・ＥＶ こちら階段も有 階段・ＥＶ こちら階段も有

（利用者用） （管理者用）

エントランスホール

吹抜け

レストラン 厨房

風除室

△出入口

図７（1）　１階北側出入口の７×７ｍグリッドの平面エスキス

※地下１階にレストランがある方が望ましいが、１階をレストランとし

てもよい。１階にレストランが来ると、浴室は地下１階になる可能性

が高い（眺望等から南側配置による）。いずれにしても、レストランの

厨房は、動線交錯の管径から管理ゾーン内から入れるように計画

する。



予測課題２の図面＇地下１階南側出入口「地下１階道路」パターン（



④断面図の検討＇10分　12：50～13：00（

・断面図は、断面位置の指定と環境負荷等の記載内容の確認となる＇断面図は、上記予測課題２と３の断面図を参照ください（。

・断面位置の指定は、ＧＬラインを基本として、+100程度が１ＦＬとなる。そこから４ｍ上下で２階と地下１階ＦＬとする。

・地下１階の下には、ピット２ｍで計画する＇前頁の断面図参考（。

・２階は、客室になるので、階高3.5ｍ程度が妥当である。

・屋根は、勾配屋根なら3/10にて、南北での勾配屋根を計画する。

　⇒指定がなければ陸屋根が断然有利＇屋上に非常用発電機、キュービクル、空調室外機など設置可能：右図参照（。

　⇒断面図は、時間が無くなる可能性が高い。従って、フリーハンドで10分以内で書けるように練習しておくべきである。

　⇒未達成はランクⅣだが、きれいでない図面は合格、研究会利用者で断面図を全てフリーハンドで書いて合格した方がいる。

以下、環境負荷等の記載例を示す。

サイドライトの例（詳細は「パッシブデザイン」参照） 

トップライトの例（詳細は「パッシブデザイン」参照） 

ルーバーの例（詳細は「パッシブデザイン」参照） 

井水利用、自然採光、自然通風、アースチューブの例（詳細は「パッシブデザイン」参照） 

陸屋根の参考例（キュービクル等の記載方法） 



４．作図の注意点
作図の注意点は、①階段とエレベーターの仕様、②階段の書き方、

③便所の仕様、④窓の書き方、⑤その他注意点について列記する。

①　階段とエレベーターの仕様

・階段とエレベーターは、１コマ内に納める＇右図参照（。

　⇒7×7ｍ、6×7ｍグリッドは、この納まりが最大の利点。

　⇒管理用は、7×7ｍ、6×7ｍグリッドで同じ納まりとなる。

②　階段の書き方

・階段は、①の通り１コマに納まるが、それを早く書けるようにする。

　下記にそれを示す。・・・試験官は、階段数を数える・・・足りないと減点。

図２　階段とＥＶの詳細標準図

（７×７ｍグリッド・利用者用）

ＥＶ

４ｍ

３ｍ

３ｍ４ｍ

階高４ｍ

段数26段

図３　階段とＥＶの詳細標準図

（７×６ｍグリッド・利用者用）

ＥＶ

４ｍ

３ｍ

2 .5ｍ3 .5ｍ

階高４ｍ

段数26段

図４　階段とＥＶの詳細標準図

（共通グリッド・管理者用）

ＥＶ

２ｍ

３ｍ

２ｍ３ｍ

階高４ｍ

段数20段

 
②-1 階段の書き方＇利用者用（ 
 
利用者用階段の書き方は、右図３ステップで書くと簡単に書くことができる。 
この階段とＥＶは、作図の全体時間から判断すると約2分30秒で書き上げないと
いけない。従って、この階段の幅を三角スケールなどで寸法取りしている時間は
ない。 
右記３ステップを練習して、目算で簡単に書けるようにしなければならない＇多少
の訓練で簡単に書けるようになる（。 
 
なお、ＥＶは、時間が無ければフリーハンドで書いても良い。 
かなりの時間短縮になる。 
全体的に言えることであるが、部分的な箇所は、フリーハンドにすると急速にス
ピードアップする。その場合、スケールアウトしていなければ良い。フリーハンド
が多くあると、図面全体として、印象点で１～２点の減点と推定するが、最初から、
この印象点の減点は覚悟して、ＥＶ、便所、机、いすなどをフリーハンドにするこ
とも、一つの方針と考える。作図は、一部フリーハンドにして早めに仕上げて、見
直し時間を多く取った方が、結果的に減点の少ない図面となるものと判断してい
る。 
⇒この階段は、大きく時間に差が付く要因である。 

 
②-2 階段の書き方＇管理者用（ 
 
管理者用階段は、利用者用階段と同じ考え方で右図３ステップで書く。 
こちらも目算で階段を簡単に書けるようにする。 
⇒こちらも試験官は、階段数を数える。足りないと減点確実。 
 

図６　利用者用階段の書き方（スケールは使用しないで簡単に階段を書く方法）

ＥＶ ＥＶ ＥＶ

階高４ｍ
段数26段

階高４ｍ
段数26段

階高４ｍ
段数26段

３ｍ

３ｍ幅の格子ラインを基準とし

て、その一段上と下に横線①
と②を書く。
中心に手摺線③の縦線を２本

書く。

①

②

③

上下３ｍ幅の格子ラインの上

に横線①と②を書く。
その①と②との中間に横線③
を書く。

① ①

② ②

③ ③

４ヶ所の空間に、４本ずつの横

線①を書く。
これで26段の階段が完成であ
るが、この横線は全て目算で

書けるようにする。

① ①

① ①

図７　管理者用階段の書き方（スケールは使用しないで簡単に階段を書く方法）

ＥＶ

階高４ｍ
段数20段

ＥＶ

階高４ｍ
段数20段

ＥＶ

階高４ｍ
段数20段

１ｍ幅の格子ラインを基準とし

て、その上と下の半分より少々
長い位置に横線①と②を書く。
中心に手摺線③の縦線を２本

書く。

１ｍ幅の格子ラインの上下に１

段分の階段として２本ずつの
横線①と②を書く。

上下の空間には、１本ずつの

横線①と②を書き、真ん中の
空間には２本の横線③を書く
＇目算で書く（。

これで20段となる。

①

②

③１ｍ
①

②

①

②

① ①

② ②

③ ③



③　便所の仕様

・便所の注意点は、次の２点である。

　⇒地下１階と１階は客用便所設置、１階から２階に多機能便所１ヶ所は設置。

・利用者用と管理者用の便所標準図便所の注意点は、以下の通り。

図10　７×６ｍグリッドの便所標準図（利用者用）

図９　７×７ｍグリッドの便所標準図（利用者用）

④　窓の書き方

・窓は単線にすると早く書けるようになる＇右図、下記解説参照（。 図11　便所標準図（管理者用）

図12　窓と壁の書き方

⑤　その他注意点

その他の作図としての注意点を以下に列記する。

・室名は、課題文を同じ名前を正確に書く。1/400エスキスできちんと室名を書いてチェックしていると、書き写すだけなので短時間で書ける。・・・書き忘れは減点対象。

・地下１階、１階、２階に吹抜けがある場合、１階と２階の吹抜け部分には、「防火シャッター」を書く＇手摺の室内側に一点鎖線で書いて、「防火シャッター」と記載する（。・・・ないと減点対象。

・外構である設備、タイル、水勾配、駐車場は、忘れずに書く。タイルは1ｍ格子でよい＇白い図面にしない（。水勾配は「⇒と水勾配」を書く＇レベル差を記入するが、なくても減点にならないと推定（。駐車場は台数を書き忘れない。

・外に設備機器を設ける場合は、それが分かるように書く。空調室外機と受水槽は、周囲のメンテナンススペースを確保する。受水槽は、金網を設けるとベスト。

・断面位置は、地下１階、１階、２階の全ての平面図に記載する。

・避難距離の記載は、かなりの確率で書き忘れる受験者がいる。・・・こんなところで減点はもったいない、必ず書く＇２階の他、地下１階または１階の指定も可能性あり（。

・ＥＰＳと空調用ＰＳは、各階共通の場所が望ましい。またメンテナンスも考慮すると、管理者ゾーン内がよい。⇒その結果、管理者ＥＶ隣りがベストである。

・給排水のＰＳは、ある程度の階別での違い＇横に振る（は、減点にならないと推定する。・・・あまりに距離が離れている、無いなどは減点。

・宿泊室のＰＳは、廊下側として、２室をひとまとめにしてもよい。・・・ＰＳが廊下でなく室内になるのは、好ましくない＇減点対象化は微妙な判断（。

・17：00作図終了後、エスキスチェックした黄色マーカーの上から赤マーカーで最終チェックをする＇ここでの大きな落ちはないと思われる（。・・・名前の書き忘れなどチェックする。

１階、２階平面図について、エスキスを見ながら正確に壁と窓を書く場合、
窓を単線にすると素早く書くことができる。更に、窓間隔の縦棒は、フリー
ハンドにすると、かなり早く書くことができる。縦棒は、７ｍグリッドスパンの
場合、四等分で書いても良いが、寸法により等分するのが煩わしい場合は
１ｍ置きに書いても良い＇右図12参照（。また、壁については、定規を使っ
た方が早く書ける。扉などの開口部での壁厚部分はフリーハンドの方が早
く書ける＇図12参照（。 

窓は単線

縦線はフリーハンド

縦線フリーハンド＇１ｍ間隔（

壁厚はフリーハンド

壁は二重線

 
便所標準図＇利用者用（ 
 
便所は、書かないと大減点の対象となるが、書いていれば、よほど可笑し
くなければ減点とならないと判断する。 
つまり、この便所に時間を掛ける必要はないということである。 
７×７ｍグリッド＇図９参照（と７×６ｍグリッド＇図10参照（で、グリッド全てと、
廊下２ｍを想定した各１パターンを１つ決めてしまえば良い。その結果、エ
スキスも詳細図を書く必要がなくなる。 
何度も説明しているが、製図試験は、時間との勝負の試験であるので、こ
こで極力時間短縮を図るべきである。 
 
利用者用の便所は、多目的便所とセットで標準図とすると良い。多目的便
所は２ｍ×２ｍとし、便所と手洗の両サイドには手摺を設ける。 
基本的なことであるが、テンプレートは、便器が３ｍｍ、小便器が２ｍｍ、
洗面器が２ｍｍのものを使用する。更に、この便器、小便器、洗面器は、
フリーハンドで書けるようにして置くことが重要である。 
 
 
便所標準図＇管理者用（ 
 
管理者用の便所は、必要最小スペースで良い。図11の４ｍ×３ｍを基本
として、納まらないなら、３ｍ×２ｍ、２ｍ×1.5ｍと小さいものとして書く。 
この管理者用便所も書かないと減点対象と推定している。 
お勧めできないが、最悪の場合、1.5ｍ×1ｍの便所でも良いから書くべき
である。減点となるかは微妙な判断＇書いてないと減点となる（。 
 



５．合格に向けて
・今までの「まとめ」となるが、「合格」するための要点を列記する。

＇1（全体として

・製図試験は、「時間との勝負」の試験でもある。　・・・とにかく時間が足りない、当研究会の「事前確定」を最大限活用頂き、時間を短縮し完成させて頂きたい。

・図面は、60点満点と推定：減点の少ない図面が合格する。　・・・誰もが想定する常識的な図面を書いて、要求事項の落ちがなく、ミスの少ない図面が合格する＇自分勝手な独自性の強い図面は高得点にならない（。

・記述は、40点満点と推定：理由を書いた内容とする。　・・・「何故」がないと高い点数とならない。研究会の「記述解答」の解答を理解して丸暗記下さい。ⅠとⅡの激戦区では、この記述で勝負が決まる。

＇2（時間配分について

・試験でのベストな時間配分は以下の通り。

・課題読み30分＇11：00～11：30（：課題が全てである。定型文を事前把握して、違いを読み解く「チェック読み」により、スピーディに確実に読んで下さい。　・・・試験までの昼休み毎日30分を課題読みにすると「課題読みのプロ」になれる。

・エスキス90分＇11：30～13：00（：焦らずエスキス手順に基づき、エスキスを確実に終了させる。いきなり平面図のエスキスに入らない＇まとまらない（。エスキスを中途半端にして作図に入らない＇失敗の最大要因（。　・・・ここで勝負が決まる。

・記述60分＇13：00～14：00（：研究会と類似の問題は、エスキスもしないで行きなり書ける＇唯一、時間短縮できるところ（。想定外の問題でも、問題文を主語にして、何故の理由をそれなりに書いてまとめる。　・・・図面との整合性に注意。

・作図180分＇14：00～17：00（：エスキスが完了なら問題なく作図完成できる。ただし、様々な状況を想定し、フリーハンド＇扉、庇、出入口、机、いす、便器、断面図など（で書けるように訓練もする。　・・・特に断面図のフリーハンドは重要。

・見直し30分＇17：00～17：30（：課題文との最終チェックと「必ずミスは10個はある」と信じてミス探しをする。小さなミスによる減点が多いとランクⅡになる＇最後の30分でミスを潰しランクⅠへ入って下さい（　・・・30分ないとミスを探しきれない。

＇3（H29の課題文について

・Ⅰ．設計条件：前文では高低差、高齢者配慮、パッシブデザインを積極的に等の記載が入る可能性が高い。また、ここでは、浴室とレストランは、日帰り客も利用可なのかの記載があるかも注意したい。

・１．敷地及び周辺条件＇文面（：傾斜地の記載文面が、定型文ではないところ。地盤状況は良好であるかも重要な要因＇良好なら「べた基礎」が採用可（。　・・・研究会は、地盤良好のべた基礎を推定した。

・１．敷地及び周辺条件＇敷地図（：敷地規模＇50ｍ×36ｍであるか？（、車道は北側か南側か、車道の敷地側は平坦になっているか、周囲眺望条件はなどを確認する。　・・・研究会は敷地50ｍ×35～37ｍを推定した。

・建築物＇1（本文：最大の注目点は、床面積の合計の上限が2,500㎡であるかである。　・・・上限が2,500㎡ならラッキー＇2,600㎡なら大ラッキー楽勝（、研究会では、2,200㎡までの基本形からの減少策を提示した。

・２．建築物＇2（要求室一覧表：予測課題は、小規模なリゾートホテルとして常識的な要求室＇宿泊室、レストラン、浴室等（で取りまとめた。　・・・高確率でエントランスホールに対して「吹抜け」空間が出題される推定する。

・３．その他の施設：送迎用マイクロバス駐車場、車椅子用駐車場、サービス用駐車場、レンタサイクル駐輪場を想定した。予測課題では、ここに文面はないが、「テラス」を組み込んだ＇例年、テラスはここで記載される（。

・４．計画に当たっての留意事項：ここは、ほぼ定型文である。過去に設備の指定があるので、受水槽方式、給湯方式＇浴室・厨房（について追記した。　・・・受水槽は、可能なら屋外にすると設備機械室が小さくできる。

・Ⅱ．要求図書：要求図書では、H29の特徴として、「地下１階平面図兼配置図、１階平面図兼北側配置図」という指定になっているかである。その他、歩行距離の指定が２階以外にあるかもチェックが必要である。

＇4（エスキスの仕方について

エスキスの180分の時間配分は以下の通り。

・機能図検討５分＇11：30～11：35（：各階の要求室等の関連性が一目で分かる。研究会の機能図を書いて、試験課題の内容と異なる部分を変更するという方法を取ると、素早く書けて予測課題との違いが把握できる。

・ゾーニング検討15分＇11：35～11：50（：1/1000スケールで、出入口、吹抜け、コア部分、概ねのゾーニングをしながら要求室を書き込む。この段階では、概ねの落とし込みである。

・平面図の検討60分＇11：50～12：50（：1/1000ゾーニングの検討を参考に、1/400各階平面図をグリッドを参考に、要求室等をグリッド内に落とし込む。　・・・最終的に作図で修正しない詳細なものとする＇面積も出す（。

・断面図の検討10分＇12：50～13：00（：平面図の断面位置に基づき、概ねの断面をエスキスする。この段階で環境負荷等の記載事項も書き込む。次の「計画の要点等」との整合性に影響する。

・研究会は、エスキスを素早く終了させるために、下記の「事前確定」事項を設定している。

・建物は、横42ｍ×縦21ｍとしている。7ｍ×7ｍグリッド＇１コマ（なら横6コマ、縦3コマとし、6ｍ×7ｍグリッド＇１コマ（なら横7コマ、縦3コマとする。どちらも面積882㎡である。３階建てなら2,646㎡となる＇ここから減じる（。

・２階に宿泊室の全てが納まるなら、２階に全てを納める＇静寂性の確保と動線交錯の防止のため（。宿泊室の部屋数により、6ｍ×7ｍグリッドとなる場合もある。２階に納まりきれない場合は、一部１階とする。

・出入口は、中心からとして、その中心縦ラインはエントランスホールとして南北３コマで計画する。エントランスホールには、吹抜けを計画する。これは、開閉式トップライトの採用等で環境負荷対策にもなる。

・使用者用廊下は３ｍ、管理者用廊下は２ｍとする。バルコニーは段差解消からウッドデッキを設ける。各階に高齢者対応のため多目的便所を設ける。階段とＥＶはセットで、眺望重視から北側に計画する。

＇5（作図の注意点について

・階段とエレベーターの仕様について、１コマ内に納めるパターン＇利用者用7×7ｍ、6×7ｍと管理者用共通（を示した。　・・・階段とＥＶは、１コマ内に納めると、断然エスキスも作図も早く減点されない図面となる。

・階段とエレベーターの書き方について示した。試験官は、階段数を数えて、足りない場合は減点となる。この階段は目算で書けるようにしないと時間がかかりすぎる。　・・・訓練すると凄く早く書けるようにもなる。

・便所の仕様を7×7ｍグリッド、6×7ｍグリッドで示した。その他、管理者用の便所仕様も示した。ここも、基本形が頭に入っていると、エスキスも空白でよい＇スペース確保のみ（。

・窓の書き方を示した。窓は、単線フリーハンドにすると、かなり早く書ける。窓、扉、椅子、机、便器などフリーハンドでの減点＇-2点程度（を覚悟しても時間が短縮できることのメリットが多きい＇残りの時間はミス修正（。

※会員の皆様、9/19＇火（～10/6＇金（１級建築士製図試験のメール質疑を受付けます。どんな内容＇人に聞けないこと（でもかまいませんので、メール連絡下さい。解答は夜か翌日になりますが、精一杯対応させて頂きます。


