必勝！100 問＆解説

～3D マイホームデザイナー検定～
模擬問題＆解説を、50 問×2 回分収録

メガソフト株式会社

～はじめに～
「必勝！100 問と解説」について
3D マイホームデザイナー検定を受験しようとしている方々に向け、効率よく受験準備をしていただ
けるように、実際の問題をベースに、本番と同じ 50 問 ×2 回分を収録しました。解説では、収録し
きれなかった類題に対応するための追加情報などを記述しています。これらの問題を解きながら、
実際にソフトを動かしていただき、合格への不安を取り除いていただければと思います。
●検定の目的と作問方針
3D マイホームデザイナー検定の第一の目的は、「仕事と、スキルを持った人材を出会いやすくする」
ことです。“マイホームデザイナー経験者”と言っても、求人側が想定している仕事と応募者のスキ
ルがマッチしているかどうかは見極めにくいものです。パースを間取りから作るのが一般的ですが、
3D 画面の形状作成を使って、ある視点からの「見た目だけ」をつくることもでき、目的によっては後
者の作り方で構わない場合もあるでしょう。そんな中で、一般論として「マイホームデザイナーが使
える」というスキルを物差化したものが「3D マイホームデザイナー検定」と言えます。
そのためこの検定では、ソフトの経験レベルを測る問題が出題されます。例えば、「間取り図の部屋
名の書体は変更できますか？」という趣旨の問題があります。書体を変更する必要に駆られたこと
があれば「体験的に」正解が解ります。また、機能を探してプロパティパレットを見渡したことがある
人なら、「部屋名」のすぐそばに「フォント」と書かれているボタンがあることを知っているでしょう。
「知っている」＝「ミッションが果たせる」という関係からこのような設問内容になっているわけです。
実際の出題でも「カルトな知識」が問われることは無く、使用頻度の高い基本的な問題が多数を占
めます。使用頻度の比較的少ないと思われる機能に対しては、具体的な操作ではなく基本的な概
念が理解できているかを問うようになっています。
●出題方式と難易度の分布
一つひとつの問題は「適用製品」と「カテゴリ」と
「難易度」とともにデータベースに登録されており、
受験時に受験区分（製品）が選ばれる毎にラン
ダムに抽出され、合計 50 問が出題されます。出

高
出題難易度比率
5%
中
20%

題構成比は、難易度「低」が 75%、「中」が 20%、
「高」が 5%になるように調整されています。
この比率からわかるように、メインの機能をしっか

低
75%

り経験できていれば、合格基準の 80%中 75%がカ
バーできるわけです。試験時間は 60 分で、すべ
てが選択方式ですので、時間的にはゆとりがあ
るはずです。出題画面の上部には、後で見直すためのチェックを付ける機能がありますので、不安
な問題は、これにチェックをつけて先に進むようにしましょう。

i

●試験区分と出題範囲
1) 3D マイホームデザイナーPRO8/3D 住宅リフォームデザイナー
2) 3D マイホームデザイナーPRO8EX/PRO8EX2
3) 3D インテリアデザイナーNeo2
4) 3D マイホームデザイナーPRO9/3D 住宅リフォームデザイナー2
5) 3D マイホームデザイナーPRO9EX
6) 3D インテリアデザイナーNeo3
7) 3D アーキデザイナー
の６つの試験区分があります。それぞれ受験者が使用している製品で受験していただきますが、こ
れらの試験区分があるのは、それぞれの機能に差があるからです。たとえば、PRO8 や PRO9 では
高低差のある敷地が描けますが Neo3 では敷地は描けても、高低差は表現できませんので、その
部分に関する出題は当然ありません。受験の準備としてまずは、「ナビ」（画面の左端に並んでいる）
を一つずつ開いて見てください。使ったことのないナビがあるようだと心配です。また、[ファイル][編
集]…と並んでいる、「メニューバー」、その下にある「ツールバー」は、それぞれ使ったことがあるか
どうか、動きを確認してみてください。以外と便利な機能を見逃しているかもしれません。ちょっと変
わった準備としては、http://www.megasoft.co.jp/3d/compare/にあるような機能一覧を見て、「この
機能は○○のことだな、使ったことある」となれば心配ないでしょう。
●検定の実施概要
名

称

検定方法

「3D マイホームデザイナー検定」
3D マイホームデザイナーPRO8/PRO8EX2(EX 含む)、3D インテリアデザイナーNeo2、3D 住
宅リフォームデザイナー、3D マイホームデザイナーPRO9/PRO9EX、3D インテリアデザイ
ナーNeo3、3D 住宅リフォームデザイナー2、 3D アーキデザイナー(2019/7)
50 問／60 分、CBT 方式（選択方式、パソコン画面上の設問に解答します。
）

検定会場
受験資格

全国 47 都道府県の約 190 か所(JJS 加盟会場) から選択
特にありません

受験申込

随時インターネットから申込み（2016 年 1 月 20 日以降）

検定日時

随時（検定会場により予約可能な日時は異なります）

持ち物

公的身分証明書（写真付きの場合１点、無しの場合２点）
一般受験者：6,300 円
講座受講者：3,600 円 下記※をご確認下さい
※職業訓練校・専門学校・高等学校・短大・大学・パソコンスクール等、対象製品の講
座受講者（修了者含む）は割引受験が可能。各講座実施校に専用の「団体コード」有

対象製品

検定料
(税別)
合否基準

80%の正答率、終了後即時に判定されます

合格称号

合格者には「3D マイホームデザイナー操作技術者」の称号を付与し、認定書を後日発送
します。

申し込みは、JJS アカウントの作成⇒会場予約の流れになります。詳細は以下の「申し込み」ページ
をご覧ください。
検定の紹介：http://www.megasoft.co.jp/kentei/
申し込み

：https://jjs.co.jp/megasoft-kentei/
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～ 第一回～（50 問／60 分）

1

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 1 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面で下絵として取り込める CAD 図面のファイル形式は jwc 形式と dxf 形式(アーキデザイ
ナーは、さらに jww 形式、dwg 形式）である。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 2 / 50

チェック

以下の文章は、間取り画面で部屋を配置したときに表示される「部屋名」について説明したものです。
この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取りに表示される部屋の名称は、あらかじめ登録されている名称（例：リビング、ダイニング、LD
など）から選択する。任意で変更することはできない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 3 / 50

チェック

間取り画面で配置された部屋を多角形に変換し、１箇所の壁面に頂点を２つ追加することで、どのよ
うな表現ができますか。正しいものを１つ選択してください。
a. 頂点を追加したことで立体化後、壁面に貼られていた全てのテクスチャを一斉に剥がすことがで

□□

きる。
b. 頂点を追加した範囲の壁面を削除することができる。
c. アクセントクロスのように同一壁面の一部に異なるテクスチャを貼ることができる。
■問題 4 / 50

チェック

次の文章の空欄にふさわしい用語を選択してください。
ポーチの床高は、(

)基準である。

□□

a. GL
b. FL
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 5 / 50

チェック

以下の文章は、間取り作成の操作について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
ポーチなど一部を除いて、部屋を配置すると自動的に壁も配置されます。図のように不要な壁がある
場合は、
「壁削除」を選択し、削除したい壁をクリックします。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 6 / 50

チェック

以下の文章は、R 壁を作成する操作について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
壁を円弧状に変形する場合は、左パレットの「R 壁」のアイコンをクリックして対象の壁を指定しま
す。円弧の両端はクリックした位置にもっとも近い頂点となります。図の場合は、部屋の角とは異な
る頂点が壁上にあることを示しています。

□□

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 7 / 50

チェック

以下の文章は、梁の配置に関するものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場
合は、ｂ を選択してください。
梁は、下り天井などを表現する際にも利用でき、特に指定しなければ天井に梁の上面がくるように配
置されます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 8 / 50

チェック

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う
場合は、ｂ を選択してください。
階段を配置すると、上階に自動的に「吹き抜け」が配置される。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 9 / 50

チェック

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う
場合は、ｂ を選択してください。
図のような状態で間取り図が表示されているとき、階段をクリックすると、階段のプロパティが右の
パレットに表示される。

□□

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 10 / 50

チェック

以下の文章は、間取り画面で建具を配置するときの操作を説明したものです。この文章が正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
窓は壁にしか配置できないが、ドアは床があれば壁が無くても配置できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 11 / 50

（PRO9EX,Neo3 アーキデザイナー以外は出題されません）

チェック

「建具作成」機能について書かれた次の文章のうち“間違っているもの”を選択してください。

□□
a. ドアを作成できる
b. ニッチを作成できる
c. 壁開口（開口枠）を作成できる
d. 窓を作成できる
■問題 12 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
「サイズを部屋の内法に合わせる」機能は間取り画面でパーツを選択状態にした時、右クリックメニ

□□

ューに表示される機能である。
a. 正しい
b. 誤り
■問題 13 / 50

チェック

以下の文章は、間取り画面でシステムキッチンを配置する際の操作を説明したものです。この文章が
正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
配置したシステムキッチンのパーツは 15 度単位で回転できるが、任意の角度では回転できない。
a. 正しい
b. 誤り
5

□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 14 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面の屋根設備配置から天窓パーツを屋根に配置したあと、屋根勾配と同じ勾配を天窓パーツ

□□

に設定しなければならない。
a. 正しい
b. 誤り
■問題 15 / 50

チェック

下図に示す屋根形状を設定したい。屋根作成パレットで選ぶべき屋根種類は次のどれが適当ですか。

□□
a. 切妻
b. 寄棟
c. 片流れ
d. 陸屋根
e. 入母屋
■問題 16 / 50

チェック

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤り
と思う場合は、ｂ を選択してください。
棟瓦を自動で配置する機能はないので、別途「屋根のせパーツ」として配置する。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 17 / 50

チェック

（アーキデザイナーは出題されません）

間取り画面のツールバーにある下図のボタンの動作を説明した図の下の文章が正しいと思う場合は、
ａ

を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

このボタンは、グリッド線を ON/OFF するときに使います。

□□
a. 正しい
b. 誤り
■問題 18 / 50

チェック

間取り画面のツールバーにある下図のボタンの内、グリッドの分割に関係するものはどれですか。

□□

a.
b.
c.
d.
■問題 19 / 50

チェック

次の文章は、間取り画面のファイルメニューにある、「イメージ保存」について書かれたものです。
この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
イメージ保存機能は、間取り図を BMP や JPEG などの「画像形式」で保存するものです。画像形式
なので写真のデータと同じように、ワードやエクセルなど他のアプリケーションに貼りつけたり、メ
ールに添付して第三者に見てもらうことができます。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 20 / 50

チェック

次の文章は、間取り図のファイルメニューにある「面積・パーツ集計出力」について書かれたもので
す。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
面積パーツ集計出力を使うと、naisou.csv、gaisou.csv、parts.csv の３つの CSV 形式のファイルが
出力されます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 21 / 50

チェック

（アーキデザイナーは出題されません）

次の文章は、間取り図の設定メニューにある「立体化設定」について書かれたものです。この文章の、
『』内が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
立体化設定を選択して表示されるウィンドウの「屋根」タブの中に“敷地、基礎、屋根を生成しない”
というチェックボックスがある。
『この機能は、マンションの１住戸分を描く場合に便利です』
。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 22 / 50

チェック

以下の図は、設定画面の一部を取り出したものです。図中のＡは、次のうちどれですか。

□□

a. 1 階階高
b. 1 階天井高
c. 2 階床高
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 23 / 50

チェック

外装または内装の一括変更について書かれた次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う
場合は、ｂ を選択してください。
立体化後の画面には、外装や内装を一括して変更する機能があります。この機能は間取り画面の立体
化設定で登録した、屋根や外壁、部屋種類ごとの内装が一括して適用できます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 24 / 50

チェック

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合
は、ｂ を選択してください。
床材やカーテンなど、テクスチャはメーカー名で絞り込むことができる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 25 / 50

チェック

以下の文章は、テクスチャの詳細設定について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、
ａ

を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

すでにパレット上にあるテクスチャを水平・垂直方向に反転した模様になるように貼り付けることが
できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 26 / 50

チェック

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合
は、ｂ を選択してください。
自分のパソコンにダウンロードした JPEG 形式や BMP 形式の画像をテクスチャとして利用できる。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 27 / 50

チェック

配置したパーツのサイズ変更について書かれた次の文章のうち“間違っているもの”を選択してくだ
さい。
a. パーツを選択して、右のプロパティパレットから、数値を入力してサイズを変更する

□□

b. パーツを選択するとパーツを囲む四角形の角に水色のハンドルが表示されるので、これをマウス
で操作してサイズ変更をおこなう。
■問題 28 / 50

チェック

（アーキデザイナーは出題されません）

次の文章は、図に示すマウスアイコンについて説明したものです。この文章が、正しいと思う場合は、
ａ

を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

このアイコンは、立体化後の画面で、右クリックメニューで開閉状態を変更できる建具に対して表示
されます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 29 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
立体化後の画面でパーツを配置するとき、パース図だけで操作するのではなく、画面を３面図や４面
図に切り替えて、高さは立面図で、水平位置は平面図で操作する方が思い通りの位置に配置しやすい。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 30 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
照明パーツには光源が組み込まれている。明るさを調整する場合は、光源設定ナビ(アーキデザイナ

□□

ーは「ライティング」ナビ)を選択するとよい。
a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 31 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
背景の朝夕夜の切り替え機能は、背景画像が切り替わるだけで、照明器具の光源は変化しない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 32 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り図面を 1/100 などに縮尺を指定して印刷できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 33 / 50

チェック

次の文章のうち“間違っているもの”を選択してください。
a. 間取り画面と立体化後の画面の両方で「間取り図、立面図」は出力できる
b. 立面図では、外構パーツや室内パーツ、道路などを出力対象にするかどうかを選択できない。
c. 立面図の出力方法で「線画」が選択できる。
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 34 / 50

チェック

下図のような形状を作成する場合、形状作成ツールのどれが適当ですか。

□□

a. 角柱・角錐
b. 輪
c. 回転体
d. 押し出し
■問題 35 / 50

チェック

配置基準点は次のうち、どれですか。

□□

a. ピンクのハンドル
b. 水色のハンドル

12

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 36 / 50

チェック

以下の文章は立体化後の画面で、ツールバーにある下図のアイコンについて説明をしたものです。こ
の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
このアイコンは、画面をパース図と平面図の二面表示に切り替えるためのものです。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 37 / 50

チェック

以下の文章は、立体化後の画面で表示される下図のアイコンについて説明したものです。この文章が
正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
このアイコンは、平面図でのみ使用することができます。

□□
a. 正しい
b. 誤り
■問題 38 / 50

チェック

以下の文章は、下図のアイコンを使って画角を変更することについて説明したものです。この文章が
正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
一般に、外観を見る場合に比べて、室内を見る場合には、小さな画角を選択する。

a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 39 / 50

チェック

以下の文章は、立体化後の画面の[ファイル]-[パーツを読み込む]について（アーキデザイナーは「フ
ァイル」⇒「インポート」
）説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思
う場合は、ｂ を選択してください。
この機能を使って、間取りから作成しパースまで完成した住宅のデータを読み込んだ。この場合、パ

□□

ーツとして読み込んでいるので、再度間取りを編集することはできない。
a. 正しい
b. 誤り
■問題 40 / 50（アーキデザイナーは出題されません）

チェック

すでに存在するソファのパーツデータから、肘掛部分を取り除いたオリジナルのパーツを作りたい。
この操作にもっとも関係のある機能を次から選んでください。

□□

a. パーツを読み込む
b. 現在の階層をパーツ登録
c. 名前を付けて保存
d. CAD データ出力
■問題 41 / 50

チェック

立体化後の操作を書いた次の文章は、ａ．～ ｄ．のどの機能のことを述べていますか。
同じ椅子パーツを複数配置したあと、ひとつの座面の色を変更するだけで、すべての椅子の座面の色
が連動して変化した。

□□
a. 隣接コピー
b. リンクコピー
c. 動作設定
d. テクスチャ・背景作成
■問題 42 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

チェック

次の敷地の高低差の作成に関する文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。
間取り画面で敷地を描き、３Ｄ画面で高低差を設定する。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 43 / 50

チェック

（Neo2,Neo3 では出題されません）

次の日影チェックに関する文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択して
ください。
間取り画面に「日影倍率」と「測定条件」の表を配置できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 44 / 50

チェック

（Neo2,Neo3 では出題されません）

太陽光パネルの配置に関する次の文章のうち“正しいもの”を選択してください。
a. 間取り画面で屋根を作成した後、屋根の上に太陽光パネルのパーツを配置する。

□□

b. 間取り画面で屋根を作成した後、３Ｄ画面の屋根編集ナビから太陽光パネルを選択する。
c. 架台やパネルの構成をオリジナルに作成することはできない。
■問題 45 / 50

チェック

左のパース図から右のパース図のような窓に装飾枠を付けることが間取り側の部屋に関する設定で
できると思う場合は、ａ．を、思わない場合は、ｂ．を選んでください。

□□

a. 間取り側の部屋に関する設定でできる
b. 間取り側の部屋に関する設定でできない

15

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 46 / 50

(PRO9,PRO8,リフォームデザイナー、リフォームデザイナー2 は出題されません)

チェック

次の文章は、ドアや窓のパレットの下部にある造作出窓に関する機能について述べたものです。この
文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
造作出窓とは、開口部にサッシを設置するのではなく、建物躯体の壁面の造作を前提とするものです

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 47 / 50

（PRO8,リフォームデザイナーは出題されません）

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
天窓（トップライト）を配置するときは、屋根の設備に関係するパーツパレットから選択する。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 48 / 50

（PRO8,リフォームデザイナーは出題されません）

チェック

以下の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
屋根に関する編集機能に、
「ドーマー」を配置する機能がある
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第一回）
■問題 49 / 50

チェック

次の a.～ d. は３Ｄマイホームデザイナー（シリーズ）でパース図を作成後、「プレゼンボードデザ
イナー起動」ボタン（下図）をクリックした後の状態を説明したものです。この内、ふさわしくない
ものを一つ選んでください。

□□
a. 作成した間取り図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレイアウトできる
b. 作成した立面図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレイアウトできる
c. 作成したパース図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレイアウトできる
d. 作成した断面図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレイアウトできる
■問題 50 / 50

チェック

以下の文章は、3D プレイスについて説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
３Ｄプレイスへのデータの登録は、スマートフォンから行うことができる。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～ 第二回 ～（50 問／60 分）
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 1 / 50

チェック

下絵読み込みについて書かれた次の文章のうち“間違っているもの”を選択してください。

□□

a. 読み込める画像形式に JPEG 形式がある。
b. 読み込んだ CAD データがレイヤ分類されていた場合、レイヤを選択して表示することができる。
c.下絵が不要になったら、間取り画面の下絵を選択して右クリックメニューから「削除」を選ぶ
■問題 2 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
部屋を配置後、左右 90 度ごとに回転することはできるが任意の角度では回転できない

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 3 / 50

チェック

部屋セットについて正しく述べているものはどれですか。

□□

a. 「部屋セット」は、部屋だけをまとめたもので、配置されたパーツは反映されない。
b. 間取り画面に配置した複数の部屋を「部屋セット」として登録することができる。
c. 「部屋セット」を間取り画面に配置した後に部屋の広さを変更するなどの編集はできない。
■問題 4 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面に四角形の部屋を１つ配置した。後から４つの壁の内、１つの壁が斜め壁（X 軸にも Y 軸
にも平行ではない壁）を持った部屋には変更できない。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 5 / 50

チェック

以下の文章は、壁厚の変更機能について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
壁厚の変更を行うときは、図で示す左パレットの「壁厚変更」のアイコンをクリックします。この機
能では、壁芯の両側に異なる厚みを指定して変更することはできません。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 6 / 50

チェック

以下の文章は、柱の配置に関するものです。この内、「誤っている」ものを１つ a ～ c から選んで
ください。

□□
a. 柱のテクスチャは、配置された部屋の内装のテクスチャや色が自動的に反映する
b. 柱の高さは手動で設定できるが、天井がある場合は設定値が天井を超えていてもそれ以上は伸び
ない
c. 柱のサイズ（間取り図上での縦、横）は、左のパレットで調整する
■問題 7 / 50

チェック

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う
場合は、ｂ を選択してください。
階段は、
「階段室」という特別な部屋を配置してから配置する
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 8 / 50

チェック

以下の文章は、階段の配置について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤
りと思う場合は、ｂ を選択してください。
U 字階段を配置したが、登り口と降り口を間違ってしまった。この場合、プロパティパレットで廻り
方向を変更できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 9 / 50

チェック

以下の文章は、階段の配置について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤
りと思う場合は、ｂ を選択してください。
階段の「デザイン変更画面」では、笠木の有無などを設定できる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 10 / 50

チェック

建具の配置に関する次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してく
ださい。
建具の開き勝手は配置した後に、変更することができる。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 11 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面で窓を配置したあとでは、配置の高さ（床からの高さ）を変更することはできない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 12 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面で敷地に門扉パーツを配置しました。その後、すぐに確認のため立体化してみると、門扉
は２階の FL の高さに配置されていました。これは２階タブが選択された状態で門扉を配置したから
です。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 13 / 50

チェック

照明パーツの「一括配置」機能について書かれた次の文章のうち“正しいもの”を選択してください。

□□
a. 照明パーツが既に配置された状態で、この機能を使うと配置されていない部屋のみ、照明パーツ
が配置される。
b. ２階建ての間取りの場合、階ごとに「一括配置」ボタンをクリックしなければならない。
c. この機能は天井にのみ照明パーツが配置される。壁付け、床置き照明パーツは手動で配置する。
■問題 14 / 50

チェック

次の文章は、パーツ配置について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤り
と思う場合は、ｂ を選択してください。
家具やテーブル、トイレなどの設備のイメージにあわせてシンボルの表示色を変更することができ
る。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 15 / 50

チェック

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤り
と思う場合は、ｂ を選択してください。
屋根の勾配は、プロパティパレットで変更することができる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 16 / 50

チェック

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤り
と思う場合は、ｂ を選択してください。
手動で屋根を描く場合は、屋根面の頂点をクリックして描くが、軒先に限らずどこから描き始めても
よい。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 17 / 50

チェック

間取り画面のツールバーにある下図のチェックボックスについて説明した図の下の文章が正しいと
思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
上下階の壁が同じ位置にある方が耐震強度が高まるので、このチェックを入れて間取りを検討するの
がよい。

□□

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 18 / 50

チェック

ガイド線について書かれた次の文章の内、間違っているものを一つ選んでください。
a. ガイド線は、画面の上部または左側のルーラー部分（目盛のある部分）をクリックすると追加で
きる
b. ガイド線は、モジュールやグリッドに関係なく自由に配置することができる

□□

c. ガイド線の交点は、吸着ポイントになるので、間崩れなどグリッドに沿わない吸着点がほしいと
きに利用できる
d. ガイド線は、移動やコピーができないので、追加と削除で必要な位置に配置する
■問題 19 / 50

チェック

次の文章は、間取り画面の CAD データ出力機能について説明したものです。この内、『』内の内容
が正しいものをすべて選んでください。

□□
a. 多くの CAD ソフトが対応している『二次元の DXF 形式で保存できます。』
b. 無料で普及している JW-CAD で利用できる『JWC 形式で保存できます。
』
■問題 20 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面で配置したパーツを選択すると、下図のように四隅に青いハンドルが表示されます。この
ハンドルをマウスでドラッグすると回転ができますが、一度に回転する角度の設定は、設定メニュー
で調整することができます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 21 / 50

チェック

次の文章のうち、間取り画面のメニューで[編集]-[特殊コピー]に含まれる機能をすべて選んでくださ
い。
（PRO9 シリーズとアーキデザイナーの場合は、[移動／コピー]）

□□

a. 隣接コピー
b. 回転コピー
c. 反転コピー
d. 配列コピー
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 22 / 50

チェック

次の文章は、間取り図の印刷について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り図の印刷では１階、２階を並べて印刷することはできないので、すべての階を一度に印刷する
には、製図用の CAD で描くように、１階と２階の間取りをずらして描かなければならない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 23 / 50

チェック

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合
は、ｂ を選択してください。
図に示したボタンは、テクスチャの貼り付けで、同じテクスチャを続けて貼り付けたいときに便利で

□□

す。

a. 正しい
b. 誤り
■問題 24 / 50

チェック

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合
は、ｂ を選択してください。
図のチェックボックスにチェックを付けずに部屋の壁にテクスチャを貼り付けると、一度の操作でそ

□□

の部屋のすべての壁面が同じテクスチャになります。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 25 / 50

チェック

下の図について説明している次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。
このツールは、パース図にすでに貼り付けられているテクスチャが、どれかを特定したい時に利用し
ます。例えば、このアイコンをクリックした後、フローリングの上でマウスクリックをすると、テク
スチャパレット上で該当のテクスチャに赤い枠が付きます。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 26 / 50

チェック

下の図は、テクスチャパレットで「詳細設定」ボタンをクリックしたときに表示される画面です。こ
の画面の機能について述べている次の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ
を選択してください。
反復回数に、縦、横ともに１が入っているので、貼り付けられた面に対して目的のテクスチャが繰り
返しなしに貼り付けられることを示しています。

□□

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 27 / 50

チェック

壁際に置く本棚パーツの「配置基準点」の設定 A．B．C．の内、どれがふさわしいですか。

□□

a. A
b. B
c. C
■問題 28 / 50

チェック

以下の文章は、パーツの取り扱いについて説明したものです。この内容が正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
ソファセットのテーブルとチェアのように、複数の要素からなるパーツを分解して、要素ごとに移動
や削除を行うには、パーツを選択状態にして、右クリックメニューから「グループ解除」をクリック
する。

□□

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 29 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
間取り画面で配置した建具パーツは３Ｄ画面では選択状態にできるが、移動できない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 30 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
太陽光源は、季節や時刻、所在地を指定して太陽の方向を設定できるが、任意の仰角や方向を設定す

□□

ることはできない。
a. 正しい
b. 誤り
■問題 31 / 50

チェック

背景設定のパレットにある機能を以下の中から全て選択してください。

□□
a. 背景のパレットにあるサムネイルをクリックするとパース図の背景が選択された背景画像に切り
替わる
b. 背景のパレットにある単色を選択して色をクリックするとパース図の背景が選択された色に切り
替わる
c. 背景のパレットにある「参照」をクリックして、画像ファイルを選択するとパース図の背景は選
択された画像に切り替わる

28

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 32 / 50（PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リフォームデザイナー2 では出題されません）

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
「おまかせ光源設定」はレンダリングの際、光源の色や明るさを自動的に調整する機能ですが、この
機能は Optimage(オプティマージュ)とレイトレースの両方にある機能です。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 33 / 50 （PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リフォームデザイナー2 では出題されません）

チェック

次の文章がａ．～ｃ．の内、間違っているものを選択してください。
a. 画面のパース表示と、Optimage やレイトレースによるレンダリング画像で、空間内で点灯できる
光源の数に差は無い。
b. ウォークスルームービーは画面のパース図を連続的に繋げているものなので、レンダリングの画

□□

質でのムービー作成はできない。
c. Optimage によるレンダリングとレイトレースによるレンダリングを比較すると、レイトレースの
方が影が強く（濃く）出る傾向がある。
■問題 34 / 50

チェック

ソファとサイドテーブルが、ひとくくりのソファセットがある。サイドテーブルを入れ替えて新しい
パーツをパーツパレットに収録する場合に関係の深い操作を３つ選択してください。
a. グループ化

□□

b. グループ解除
c. イメージ保存
d. お気に入りに登録
e. 光源設定
■問題 35 / 50

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
形状作成機能を使って、立体的な文字を作成することができる。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 36 / 50

チェック

以下の文章は立体化後の画面にある機能を説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
作成したパース図を、輪郭線を強調して見せたり、ホワイトモデルで表示する機能がある。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 37 / 50

チェック

次の文章は、「視点」について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと
思う場合は、ｂ を選択してください。
ユーザーは下図のアイコンを使って、視点に名前を付けて登録、再利用することができる。

□□
a. 正しい
b. 誤り
■問題 38 / 50

チェック

下の図で、パーツやテクスチャのパレットに雲のマークがついているものがあります。このマークの
説明として“ふさわしくないもの”を選択してください。

□□
a. 背景として使えるものであることを示しています
b. 現在使用中のパソコンには存在しておらず、データセンターに収録されているパーツであること
を示しています
c. パレットの表示設定で、雲マークのあるものを非表示にすることができます。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 39 / 50

チェック

以下の文章は、立体化後の画面の[ファイル]-[パーツを読み込む]について（アーキデザイナーは「フ
ァイル」⇒「インポート」
）説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思
う場合は、ｂ を選択してください。
この機能で読み込める形式には、3D-DXF（3 次元 DXF）は含まれていない。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 40 / 50

チェック

以下の文章は、立体化後の画面の［ファイル］－［エクスポート］－［面積・パーツ出力］の機能（ア
ーキデザイナーは「ファイル」⇒「面積・パーツ出力」
）について説明したものです。この文章が正
しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
この機能は、内装、外装、配置されているパーツの情報をエクセルなどで開くことのできる CSV 形

□□

式で情報を出力するもので、間取り側にある機能と同じです。
a. 正しい
b. 誤り
■問題 41 / 50

チェック

以下の文章は、立体化後の画面で利用する、
「パーツ配置基準点設定」について説明したものです。
この内、
“ふさわしくないもの”を一つ選んでください。
a. 「パーツ配置基準点」は、パーツの回転の際、中心になる

□□

b. 「パーツ配置基準点」は、床置きの家具であれば、底面に設定してある
c. 「パーツ配置基準点」は、平面図では見えるが、立面図では表示されていない
■問題 42 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
敷地は高低差を設定できるが、道路は水平面以外は設定できない。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 43 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
簡易構造診断は、耐力壁を配置に応じてリアルタイムに診断結果を表示する機能である。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 44 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

チェック

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
窓を配置すると外壁側に自動的に庇が配置される。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 45 / 50 （PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リフォームデザイナー2 では出題されません）

チェック

以下の文章は、間取り画面での天井編集機能について説明したものです。この文章が正しいと思う場
合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
勾配天井を表現したいときは、間取り側で天井（板）をはらない領域を指定するだけです。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 46 / 50

チェック

次の文章は、カーテンの配置について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
カーテンは、建具の付近で配置すると、自動的にサイズ調整がなされる
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 47 / 50 （PRO9EX,Neo3 以外は出題されません）

チェック

以下の文章は、立体化後の画面での編集に関して述べたものです。この文章が正しいと思う場合は、
ａ

を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

壁の一部を窪ませて、絵や装飾品を飾ったりする内装をニッチとよび、壁装飾に予め用意されている
デザインを適用するだけで、配置することができる。

□□

a. 正しい
b. 誤り
■問題 48 / 50 （PRO8EX2,PRO8,リフォームデザイナーは出題されません
次の文章は、立体化後のある操作についての説明です。この文章は、下の a. ～

チェック

c.のどの機能を説

明したものですか。
パース図に奥行き感を添えるため、建物の手前に被るような樹木や、太陽フレアを表現することがで

□□

きる。
a. 背景設定
b. 前景設定
c. 添景パーツ
■問題 49 / 50

チェック

以下の文章は、プレゼンボードデザイナーについて説明したものです。この文章が正しいと思う場合
は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
プレゼンボードデザイナーのパレットにある、間取り図や線画の立面図は、編集画面に貼り付けてサ
イズ変更しても縮尺を確認することはできない。
a. 正しい
b. 誤り
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□□

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 50 / 50

チェック

以下の文章は、３Ｄプレイスでデータを見てもらうのと、イメージ保存したパースデータを見てもら
う場合の違いを述べたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。
イメージ保存は写真と同じなので、保存した状態以外の視点で見ることはできないが、３Ｄプレイス
は“３Ｄ”の状態を保っているので、室内に入ったり、建物の裏側を見たりすることができる。
a. 正しい
b. 誤り

34

□□

解

説（第一回）
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 1 / 50

答え：ａ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

jwc 形式と jww 形式は JW_CAD という日本製のソフトウ

間取り画面で下絵として取り込める CAD 図面のファイル形式は jwc
形式と dxf 形式（アーキデザイナーは、さらに jww 形式、dwg 形式）
である。
a. 正しい
b. 誤り

ェアのファイル形式です。dxf 形式と dwg 形式は AutoCAD
というアメリカの Autodesk 社のファイル形式で、両方と
もデータ交換のための標準的なファイル形式です。
３Ｄマイホームデザイナー（シリーズ）では、jwc 形式と
dxf 形式を下絵として読み込むことができます。また他の
CAD ソフトに読み込めるように書き出すこともできます。
(アーキデザイナーは jww 形式と dwg 形式も入出力できま
す)

■問題 2 / 50

答え：ｂ

以下の文章は、間取り画面で部屋を配置したときに表示される「部屋
名」について説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

操作画面の右横にある部屋のプロパティパレットは、部屋

間取りに表示される部屋の名称は、あらかじめ登録されている名称
（例：リビング、ダイニング、LD など）から選択する。任意で変更す
ることはできない。

部屋プロパティの「名称」に新たな文字を入力することで

を配置した後に編集できる様々な設定が含まれています。

部屋の名称は変更できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 3 / 50

答え：ｃ

間取り画面で配置された部屋を多角形に変換し、１箇所の壁面に頂点
を２つ追加することで、どのような表現ができますか。正しいものを
１つ選択してください。

一辺の壁に頂点を追加すると３Ｄ画面では見た目にはわ

a. 頂点を追加したことで立体化後、壁面に貼られていた全てのテクス
チャを一斉に剥がすことができる。
b. 頂点を追加した範囲の壁面を削除することができる。
c. アクセントクロスのように同一壁面の一部に異なるテクスチャを
貼ることができる。

かりませんが、壁が分割された状態になります。内装に壁
紙を貼るとき、テクスチャパレットの下部にある“一面づ
つ”にチェックを入れて、壁紙を貼ることで、アクセント
クロスのような表現ができます。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 4 / 50

答え：ａ

次の文章の空欄にふさわしい用語を選択してください。

ＧＬは敷地に建物を建てるとき、基準となる地盤面です。

ポーチの床高は、(

)基準である。

a. GL
b. FL

ＦＬは床の基準面です。ポーチは敷地に配置しますのでＧ
Ｌ基準となります。

■問題 5 / 50

答え：a

以下の文章は、間取り作成の操作について説明したものです。この文
章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択し
てください。

壁削除は壁をクリックするだけで、壁の端から端までが対

ポーチなど一部を除いて、部屋を配置すると自動的に壁も配置されま
す。図のように不要な壁がある場合は、
「壁削除」を選択し、削除した
い壁をクリックします。

の範囲を調整したり、壁削除範囲が赤い点線のとき（選ば

象になります。端にあるハンドルを操作することで、削除

れているとき）にキーボードの[DEL]をすると、壁が復活
することも確認しましょう。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 6 / 50

答え：a

以下の文章は、R 壁を作成する操作について説明したものです。この
文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択
してください。

部屋は四角形だけでなく、多角形のものにも対応できます

壁を円弧状に変形する場合は、左パレットの「R 壁」のアイコンをク
リックして対象の壁を指定します。円弧の両端はクリックした位置に
もっとも近い頂点となります。図の場合は、部屋の角とは異なる頂点
が壁上にあることを示しています。

上に頂点を増やす目的で多角形機能をつかうこともあり

が、図のように壁の部分的な意匠変更に対応するため、壁

ます。この問題は、R 壁の問題でもあり、多角形の頂点の
編集にも関係しています。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 7 / 50

答え：a

以下の文章は、梁の配置に関するものです。この文章が正しいと思う
場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

梁は、マンションでよくみられる下り天井を表現する場合

梁は、下り天井などを表現する際にも利用でき、特に指定しなければ
天井に梁の上面がくるように配置されます。

などで利用します。柱と似ていますが、天井の高さを起点
に配置される点や、3D 化したときのテクスチャの反映の
仕方などは注意して確認しておきましょう。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 8 / 50

答え：a

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

階段の配置に関する基本問題です。すでに上階に部屋があ
るときに、後から下階に階段を配置すると、上階で部屋が

階段を配置すると、上階に自動的に「吹き抜け」が配置される。
a. 正しい
b. 誤り

重なるので、気をつけましょう。

■問題 9 / 50

答え：b

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

答えは「誤り」
。階段は下階に配置された物という原則が

図のような状態で間取り図が表示されているとき、階段をクリックす
ると、階段のプロパティが右のパレットに表示される。

ポイント。現在は２階が表示されており、階段の上階部分
が吹き抜け（部屋の一種）になっているので、階段のシン
ボルが見えている状態。この状態で、階段の部分をクリッ
クすると、
「吹き抜け」が選ばれた状態になり、右のパレ
ットには部屋のプロパティが表示されます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 10 / 50

答え：ｂ

以下の文章は、間取り画面で建具を配置するときの操作を説明したも
のです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、
ｂ を選択してください。

間取り画面では、建具は壁以外に配置できません。

窓は壁にしか配置できないが、ドアは床があれば壁が無くても配置で
きる。
a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 11 / 50（PRO9EX,Neo3 アーキデザイナー以外は出題さ
れません）
「建具作成」機能について書かれた次の文章のうち“間違っているも
の”を選択してください。

答え：ｂ
「建具作成」機能で作成できるのは、ドア、窓、壁開口で
す。ドアは片開き、親子、引違いなど、窓は引違い以外に
すべり出し、オーニング、FIX など、壁開口（開口枠）さ
まざまな種類の建具を作成できますが、ニッチは間取り側

a.
b.
c.
d.

の機能ではなく、3D 画面側のニッチ／トリムナビの機能

ドアを作成できる
ニッチを作成できる
壁開口（開口枠）を作成できる
窓を作成できる

です。

■問題 12 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

この機能は、システムバスを配置したあとに、よく利用さ
れる機能です。

「サイズを部屋の内法に合わせる」機能は間取り画面でパーツを選択
状態にした時、右クリックメニューに表示される機能である。
a. 正しい
b. 誤り

■問題 13 / 50

答え：ｂ

以下の文章は、間取り画面でシステムキッチンを配置する際の操作を
説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと
思う場合は、ｂ を選択してください。

配置したパーツを選択状態にして右にあるパーツのプロ

配置したシステムキッチンのパーツは 15 度単位で回転できるが、任意
の角度では回転できない。

りの回転ボタンは 15 度単位（この最小回転角度も変更可

パティパレットを表示します。この中にある右回り、左回

能）で回転します。また、任意の角度を入力して回転する

a. 正しい
b. 誤り

こともできます。

■問題 14 / 50

答え：ｂ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

を、誤りと思う場合は、ｂ を

天窓パーツは間取り画面の屋根に配置します。立体化する
と自動的に屋根の勾配に沿って配置されるので、勾配を設

間取り画面の屋根設備配置から天窓パーツを屋根に配置したあと、屋
根勾配と同じ勾配を天窓パーツに設定しなければならない。

定する必要はありません。

a. 正しい
b. 誤り
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■問題 15 / 50

答え：d

下図に示す屋根形状を設定したい。屋根作成パレットで選ぶべき屋根
種類は次のどれが適当ですか。

この問題は操作の問題というより、屋根の形状と名称に関
する建築知識の問題です。
マイホームデザイナーでは、自動屋根で掛けられる屋根の
ほか、一面ずつ編集して描く手動屋根があります。様々な
屋根形状とその描き方については、
「屋根作成パレット」
の上部に青い文字で表示されている「屋根作成ガイド」で
確認してみるといいでしょう。

a.
b.
c.
d.
e.

切妻
寄棟
片流れ
陸屋根
入母屋

■問題 16 / 50

答え：b

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正し
いと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくださ
い。

棟瓦は、間取り画面の屋根のプロパティパレットで設定す
ることによって表現することができます。

棟瓦を自動で配置する機能はないので、別途「屋根のせパーツ」とし
て配置する。
a. 正しい
b. 誤り

■問題 17 / 50（アーキデザイナーは出題されません）

答え：a

間取り画面のツールバーにある下図のボタンの動作を説明した図の下
の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください

メニューバーの下、ボタン類が並んでいるところを「ツー

このボタンは、グリッド線を ON/OFF するときに使います。

高いものがボタン化されています。このボタン類を使いこ

ルバー」と呼んでいますが、ここには編集中に利用頻度の

なすことで、作業時間の短縮になるものもありますので、
一通り体験しておきましょう。
a. 正しい
b. 誤り
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■問題 18 / 50

答え：c

間取り画面のツールバーにある下図のボタンの内、グリッドの分割に
関係するものはどれですか。

グリッドは 1/1 から 1/6 まで分割を設定できます。このボ
タンによる操作と、ルーラー部分の右クリックでも同じ操
作が行えます。グリッドは不必要に細かく分割すると、吸
着ポイントが接近して返って使いにくい場合があります
から、目的によって切り替えるようにしましょう。

a.
b.
c.
d.

■問題 19 / 50

答え：a

次の文章は、間取り画面のファイルメニューにある、
「イメージ保存」
について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

コンピュータの知識問題です。コンピュータの世界では

イメージ保存機能は、間取り図を BMP や JPEG などの「画像形式」
で保存するものです。画像形式なので写真のデータと同じように、ワ
ードやエクセルなど他のアプリケーションに貼りつけたり、メールに
添付して第三者に見てもらうことができます。

言い方をすることもありますが、「イメージ保存」とは、

a. 正しい
b. 誤り

「画面イメージ」
（＝日本語では“印象”ですね）という

要するに画面に映っている「絵」を写真のように保存する
ことを指します。マイホームデザイナーの操作画面の写真
を撮ったのと同じですから、保存されるファイルには、マ
イホームデザイナー固有の編集情報は失われていますの
で、再度そのファイルを読み込んでも、続きの編集作業を
することはできません。そのかわり、特別なソフトを持っ
ていなくても、パソコンやスマホでその絵を見ることがで
きます。

■問題 20 / 50

答え：a

次の文章は、間取り図のファイルメニューにある「面積・パーツ集計
出力」について書かれたものです。この文章が正しいと思う場合は、
ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

この機能は、外壁の面積や部屋毎の壁面積などを知ること

面積パーツ集計出力を使うと、naisou.csv、gaisou.csv、parts.csv の
３つの CSV 形式のファイルが出力されます。

形式のデータは、一覧表形式の標準的なデータ形式で、エ

a. 正しい
b. 誤り

ができ、工事費の見積もりなどに利用するものです。CSV

クセルなど様々なソフトで読み込むことができます。
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■問題 21 / 50（アーキデザイナーは出題されません）

答え：a

次の文章は、間取り図の設定メニューにある「立体化設定」について
書かれたものです。この文章の、
『』内が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

マイホームデザイナーは、戸建だけでなくマンションなど

立体化設定を選択して表示されるウィンドウの「屋根」タブの中に“敷
地、基礎、屋根を生成しない”というチェックボックスがある。
『この
機能は、マンションの１住戸分を描く場合に便利です』。

ンを選択できるようになっています。一度サンプルデータ

a. 正しい
b. 誤り

ような違いがあるか確認してみましょう。また、立体化設

のパース作成でも利用できるように、立体化の際のパター
で「マンション」を選んで、この機能の ON/OFF でどの
定では、立体化時の規定のテクスチャなどを指定すること
もできますので、一通り機能に目を通しておきましょう。

■問題 22 / 50

答え：b

以下の図は、設定画面の一部を取り出したものです。図中のＡは、次
のうちどれですか。

この設問は、間取り画面の[設定]メニューの「立体化設定」
の「階高・壁厚」タブに関するものです。建物の高さ関連
の基本の値を決める画面で、マイホームデザイナーを使い
こなすには重要な画面になります。同じ階で床高の異なる
部屋があるときなどは、部屋のプロパティで個別に設定す
ることができます。

a. 1 階階高
b. 1 階天井高
c. 2 階床高

■問題 23 / 50

答え：a

外装または内装の一括変更について書かれた次の文章が、正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

この一括変更でポイントになるのは、その設定内容を“間

立体化後の画面には、外装や内装を一括して変更する機能があります。
この機能は間取り画面の立体化設定で登録した、屋根や外壁、部屋種
類ごとの内装が一括して適用できます。
a. 正しい
b. 誤り

取り画面”側の設定メニューで行うという点。外装の幕板
や室内の幅木などの設定をしておくことで、繰り返し作業
を軽減することができます。

■問題 24 / 50

答え：a

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場
合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

テクスチャパレットには、メーカー名での絞り込みや、検

床材やカーテンなど、テクスチャはメーカー名で絞り込むことができ
る。
a. 正しい
b. 誤り

索の機能があります。また、「種類」を使うと、床材では
フローリングやカーペットといった素材での絞り込み、カ
ーテンなどではストライプや無地といった違いで絞り込
みができます。
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■問題 25 / 50

答え：a

以下の文章は、テクスチャの詳細設定について説明したものです。こ
の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

テクスチャパレットにある、「詳細設定」ボタンで表示さ

すでにパレット上にあるテクスチャを水平・垂直方向に反転した模様
になるように貼り付けることができる。

直反転などのパターンが選べます。

れるウィンドウで指定することができます。水平反転、垂

a. 正しい
b. 誤り

■問題 26 / 50

答え：a

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場
合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

JPEG や BMP 形式のファイルは、パース図に直接ドラッ

自分のパソコンにダウンロードした JPEG 形式や BMP 形式の画像を
テクスチャとして利用できる。

グ＆ドロップしてテクスチャとして貼り付けることがで
きますので、床材メーカーやクロスメーカーなどのサンプ

a. 正しい
b. 誤り

ル画像を保存して利用することができます。

■問題 27 / 50

答え：ｂ

配置したパーツのサイズ変更について書かれた次の文章のうち“間違
っているもの”を選択してください。

パーツのサイズは、プロパティパレットに値を入れること
で変更できます。b.のパーツを選択した際に表示される水

a. パーツを選択して、右のプロパティパレットから、数値を入力して
サイズを変更する
b. パーツを選択するとパーツを囲む四角形の角に水色のハンドルが
表示されるので、これをマウスで操作してサイズ変更をおこなう。

色のハンドルは、回転のためのハンドルです。なお、プロ
パティパレットの「詳細設定」ボタンで開く画面で、マウ
ス操作でサイズ変更可能にすることもできます（パーツに
黄色のハンドルが表示されるようなります）
。

■問題 28 / 50（アーキデザイナーは出題されません）

答え：ａ

次の文章は、図に示すマウスアイコンについて説明したものです。こ
の文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。

建具を配置するとドア、窓は閉じた状態ですが、少し開け
た状態で表現したい場合に使う機能です。

このアイコンは、立体化後の画面で、右クリックメニューで開閉状態
を変更できる建具に対して表示されます。

a. 正しい
b. 誤り
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■問題 29 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

立体化後の画面でパーツを配置するとき、パース図だけで操作するの
ではなく、画面を３面図や４面図に切り替えて、高さは立面図で、水
平位置は平面図で操作する方が思い通りの位置に配置しやすい。

パーツを正しく配置するには、平面図や立面図を使いまし
ょう。パーツの選択中でも画面の分割や拡大縮小は行えま
す。

a. 正しい
b. 誤り

問題 30 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

照明パーツには光源が組み込まれている。明るさを調整する場合は、
光源設定ナビ（アーキデザイナーは「ライティング」ナビ)を選択する
とよい。
a. 正しい
b. 誤り

に照明パーツを配置した後、照明の明るさを調整したい場
合は、光源設定ナビ（アーキデザイナーは「ライティング」
ナビ)でおこないます。また明るさだけでなく、光源の位置
や光源の種類も変更できます。

■問題 31 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

照明パーツには、既定の明るさが設定されています。部屋

答え：ｂ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

背景の朝夕夜の切り替え機能は、背景画像が切り替わるだけで、照明
器具の光源は変化しない。

背景を切り替えると同時に照明器具のパーツが配置され
ていると、太陽光を含め、明るさも自動的に切り替わりま
す。明るさを調整する場合は光源設定のナビを選択しま
す。

a. 正しい
b. 誤り

問題 32 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

間取り図面を 1/100 などに縮尺して印刷できる。

間取り図面以外に、立面図、平面図、も縮尺を設定できま
す。

a. 正しい
b. 誤り
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■問題 33 / 50

答え：b

次の文章のうち“間違っているもの”を選択してください。

間取り図の印刷は間取り画面でおこないます。立面図を印

a. 間取り画面と立体化後の画面の両方で「間取り図、立面図」は出力
できる
b. 立面図では、外構パーツや室内パーツ、道路などを出力対象にする
かどうかを選択できない。
c. 立面図の出力方法で「線画」が選択できる。

刷する場合は３Ｄ画面でおこないます。東西南北の立面は
どの立面を印刷するか選択しなければなりません。東西南
北の立面や間取り図をまとめて印刷したい場合はプレゼ
ンボードデザイナーからおこなえます。出力の際のダイア
ログで線の太さなど様々な調整が可能ですので、一度見て
おきましょう。

■問題 34 / 50

答え：ｃ

下図のような形状を作成する場合、形状作成ツールのどれが適当です
か。

回転体は断面を編集することで、いろいろな形状を作成で
きます。また、始角と終角を設定することで、半円や１/
４円などの表現もできます。

a.
b.
c.
d.

角柱・角錐
輪
回転体
押し出し

■問題 35 / 50

答え：a

配置基準点は次のうち、どれですか。

配置基準点はピンクのハンドルです。水色のハンドルは回
転するときに使用します。

a. ピンクのハンドル
b. 水色のハンドル

45

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 36 / 50

答え：a

以下の文章は立体化後の画面で、ツールバーにある下図のアイコンに
ついて説明をしたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

立体化後の操作画面は、
この問題のように 2 面からパース、

このアイコンは、画面をパース図と平面図の二面表示に切り替えるた
めのものです。

ーンが選択できます。正確に家具を配置したり、視点を設

平面、立面（南北と東西）の４面までいくつかの分割パタ

定したりするには、これらの画面をうまく使うことがポイ
ントになります。また、分割された画面のサイズは仕切り

a. 正しい
b. 誤り

線をドラッグして行います。

■問題 37 / 50

答え：a

以下の文章は、立体化後の画面で表示される下図のアイコンについて
説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと
思う場合は、ｂ を選択してください。

このアイコンは、カメラの位置と、見る方向の２つを指示

このアイコンは、平面図でのみ使用することができます。

ルなどを使って視点を調整するより、手早く調整すること

することで視点を決めるツールです。パース図で回転ツー

ができます。ただし、パース図や立面図では使えません。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 38 / 50

答え：b

以下の文章は、下図のアイコンを使って画角を変更することについて
説明したものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと
思う場合は、ｂ を選択してください。

大きな画角を選ぶということは、カメラに広角レンズをつ

一般に、外観を見る場合に比べて、室内を見る場合には、小さな画角
を選択する。

れるようなパースになります。

けるようなもので、より間口が広く感じ、奥行きが強調さ

a. 正しい
b. 誤り

■問題 39 / 50

答え：a

以下の文章は、立体化後の画面の[ファイル]-[パーツを読み込む]につい

この機能は、あくまでも「パーツとして」読み込む機能な

て（アーキデザイナーは「ファイル」⇒「インポート」）説明したも
のです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、
ｂ を選択してください。
この機能を使って、間取りから作成しパースまで完成した住宅のデー
タを読み込んだ。この場合、パーツとして読み込んでいるので、再度
間取りを編集することはできない。

ので、３Ｄの姿だけを扱います。たとえば、完成済みの住
宅をならべて「街並み」を表現するときや、オリジナルで
作成した家具を読み込むときに使う機能です。

a. 正しい
b. 誤り
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■問題 40 / 50（アーキデザイナーは出題されません）

答え：b

すでに存在するソファのパーツデータから、肘掛部分を取り除いたオ
リジナルのパーツを作りたい。この操作にもっとも関係のある機能を
次から選んでください。

パーツデータは、いくつかの部品でできていることが多

a. パーツを読み込む
b. 現在の階層をパーツ登録
c. 名前を付けて保存
d. CAD データ出力

く、階層という概念によって管理されています。パーツを
選択してパーツ階層を下りていくと、それより上位の階層
にあるものが見えなくなっていきます。「現在の階層をパ
ーツ登録」とは、まさに今見えている状態を登録するとい
うことになります。一方、名前を付けて保存は、ほかのソ
フトでもよくあるように、開いたときとは違う名前でデー
タを保存するときに使うもので、特にパーツに限った機能
ではありません。また、
「CAD データ出力」は、[ファイ
ル]-[エクスポート]の中の機能で、立体化後の画面に見えて
いる、平面図や立面図を線画として 2 次元 DXF や JWC
の形式で保存する機能です。

■問題 41 / 50

答え：b

立体化後の操作を書いた次の文章は、ａ．～ ｄ．のどの機能のことを
述べていますか。

a.～d.はすべて存在する機能。リンクコピーはその属性が

同じ椅子パーツを複数配置したあと、ひとつの座面の色を変更するだ
けで、すべての椅子の座面の色が連動して変化した。
a.
b.
c.
d.

連動した状態を保ちます。会議室の椅子など同じものがた
くさん必要な場合で便利に使えます。

隣接コピー
リンクコピー
動作設定
テクスチャ・背景作成

■問題 42 / 50（Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ｂ

次の敷地の高低差の作成に関する文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

敷地の高低差や敷地の傾斜は間取り画面にある敷地のパ
レットでおこないます。高低差の設定には「水平面入力」

間取り画面で敷地を描き、３Ｄ画面で高低差を設定する。

「傾斜面入力」があります。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 43 / 50（Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ａ

次の日影チェックに関する文章が正しいと思う場合は、ａ
と思う場合は、ｂ を選択してください。

日影チェックのナビを選択すると「日影倍率表」と「測定

を、誤り

間取り画面に「日影倍率」と「測定条件」の表を配置できる。
a. 正しい
b. 誤り

条件表」のボタンがあります。そのほかに日影図を表示す
ることも可能です。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 44 / 50（Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ａ

太陽光パネルの配置に関する次の文章のうち“正しいもの”を選択し
てください。

間取り画面で太陽光パネルのパーツを屋根に配置すると
屋根の勾配に沿って太陽光パネルのパーツは配置されま

a. 間取り画面で屋根を作成した後、屋根の上に太陽光パネルのパーツ
を配置する。
b. 間取り画面で屋根を作成した後、３Ｄ画面の屋根編集ナビから太陽
光パネルを選択する。
c. 架台やパネルの構成をオリジナルに作成することはできない。

す。パーツパレットに希望のサイズや架台の太陽光パネル
パーツがない場合は、
「パネル作成」機能を使います。

■問題 45 / 50

答え：a

左のパース図から右のパース図のような窓に装飾枠を付けることが間
取り側の部屋に関する設定でできると思う場合は、ａ．を、思わない
場合は、ｂ．を選んでください。

問題の機能は、
「ケーシング」と呼ばれる、建具周りの装
飾です。この機能は、インテリアデザイナー系では、部屋
のプロパティパレットに、マイホームデザイナー系では、
部屋のプロパティパレットから「詳細設定」を選んで表示
されるプロパティウィンドウの立体化設定タブにありま
す。ケーシングのほかに、間取り側ではモールディングに
関する設定もできますのでどのような装飾かを確認して
おきましょう。

a. 間取り側の部屋に関する設定でできる
b. 間取り側の部屋に関する設定でできない

■問題 46 / 50 (PRO9,PRO8,リフォームデザイナー、リ
フォームデザイナー2 は出題されません)

答え：a

次の文章は、ドアや窓のパレットの下部にある造作出窓に関する機能
について述べたものです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、
誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

造作出窓だけでなく、建具作成など、専用化された編集機

造作出窓とは、開口部にサッシを設置するのではなく、建物躯体の壁
面の造作を前提とするものです

けでは対応しきれないものもこれらの機能で実現させる

能がボタンになっているものがあります。既成のパーツだ

ことができます。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！１００問&解説（第一回）
■問題 47 / 50
（PRO8,リフォームデザイナーは出題されません）
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

を、誤りと思う場合は、ｂ を

天窓（トップライト）を配置するときは、屋根の設備に関係するパー
ツパレットから選択する。

答え：a
天窓は屋根ナビのなかにあるパレットから選択します。天
窓を配置すると自動的に開口されます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 48 / 50
（PRO8,リフォームデザイナーは出題されません）
以下の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。
屋根に関する編集機能に、
「ドーマー」を配置する機能がある
a. 正しい
b. 誤り

■問題 49 / 50
次の a.～ d. は３Ｄマイホームデザイナー（シリーズ）でパース図を
作成後、
「プレゼンボードデザイナー起動」ボタン（下図）をクリック
した後の状態を説明したものです。この内、ふさわしくないものを一
つ選んでください。

答え：a
屋根面の装飾機能に、太陽光パネルや天窓のほかに、ドー
マーの配置機能があります。いくつかの典型的なドーマー
の形から形式を選ぶことができ、専用の建具を配置するこ
とができます。

答え：d
マイホームデザイナーの編集画面から、プレゼンボードデ
ザイナーを起動すると、現在開いているマイホームデザイ
ナーのパースや立面図や間取り図が、プレゼンボードデザ
イナーのパレットに展開されます。

a. 作成した間取り図が、パレットに表示されておりプレゼンボードで
レイアウトできる
b. 作成した立面図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレ
イアウトできる
c. 作成したパース図が、パレットに表示されておりプレゼンボードで
レイアウトできる
d. 作成した断面図が、パレットに表示されておりプレゼンボードでレ
イアウトできる

■問題 50 / 50

答え：b

以下の文章は、3D プレイスについて説明したものです。この文章が正
しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくだ
さい。

３Ｄプレイスのデータ登録は、マイホームデザイナーから

３Ｄプレイスへのデータの登録は、スマートフォンから行うことがで
きる。

アプリでは、データを閲覧と文字による連絡ができます。

のみ行うことができます。スマートフォンの無料ビューア

a. 正しい
b. 誤り
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解

説（第ニ回）

50

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 1 / 50

答え：ｃ

下絵読み込みについて書かれた次の文章のうち“間違っているもの”
を選択してください。

下絵読み込みには“画像ファイル”と“CAD ファイル”、
用紙の場合はスキャナで読み込めます。読み込んだ下絵は

a. 読み込める画像形式に JPEG 形式がある。
b. 読み込んだ CAD データがレイヤ分類されていた場合、レイヤを選
択して表示することができる。
c.下絵が不要になったら、間取り画面の下絵を選択して右クリックメ
ニューから「削除」を選ぶ

形式に関係なくパレットにある「下絵削除」のチェックボ
ックスをクリックします。
画像ファイルとスキャナで読み込んだデータは、あくまで
も「絵」ですが、CAD ファイルは線分としての性質を失
っていないので、CAD 下絵の端点に吸着します。そのた
め、正確にトレースすることができます。下絵はそのファ
イルサイズが大きい場合など、マイホームデザイナーの動
作が重くなる原因になりますので、作業上、不要になった
ら削除するようにしましょう。

■問題 2 / 50

答え：ｂ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

部屋を回転させるには、部屋を選択して右クリックメニュ

部屋を配置後、左右 90 度に回転することはできるが任意の角度では回
転できない

ーから、
「右 90 度回転」
「左 90 度回転」を選べます。任意
の角度で回転させたい場合は、同じように右クリックメニ
ューにある「任意角度で回転」を選択します。画面の右に

a. 正しい
b. 誤り

あるプロパティパレットに編集したい設定内容がない場
合は、配置後に選択状態のまま右クリックメニューを表示
するとよいでしょう。

51

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 3 / 50

答え：ｂ

部屋セットについて正しく述べているものはどれですか。

部屋セットはＬＤＫや寝室、水廻りなど、いろいろなパタ
ーンの部屋を収録しています。部屋セットにはパーツが含
まれ、配置後にパーツの入れ替えや部屋のサイズ、形を変
更できます。編集したものを登録するには、登録した部屋
を全て選択して、右クリックメニューにある“部屋セット
を登録”をクリックします。

a. 「部屋セット」は、部屋だけをまとめたもので、配置されたパーツ
は反映されない
b. 間取り画面に配置した複数の部屋を「部屋セット」として登録する
ことができる。
ｃ. 「部屋セット」を間取り画面に配置した後に部屋の広さを変更す
るなどの編集はできない。

■問題 4 / 50

答え：ｂ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

斜め壁を作成する場合は、斜め壁にしたい部屋を選択して

間取り画面に四角形の部屋を１つ配置した。後から４つの壁の内、１
つの壁が斜め壁（X 軸にも Y 軸にも平行ではない壁）を持った部屋に
は変更できない。

右クリックメニューの中にある“多角形に変換”をクリッ
クすると頂点を移動できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 5 / 50

答え：b

以下の文章は、壁厚の変更機能について説明したものです。この文章
が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択して
ください。

壁厚は、壁芯の両側に異なる値で指定することができま

壁厚の変更を行うときは、図で示す左パレットの「壁厚変更」のアイ
コンをクリックします。この機能では、壁芯の両側に異なる厚みを指
定して変更することはできません。

マンションの間取り作成などで便利な機能です。

す。関連の機能で、「外周一括」の壁厚変更もあります。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 6 / 50

答え：c

以下の文章は、柱の配置に関するものです。この内、
「誤っている」も
のを１つ a ～ c から選んでください。

柱の性質や操作に関する問題。長さの調整などは、使用頻
度が少ないでしょう。a. では柱が部屋をまたがっている場
合どうなるのかや、b. では天井が無く、吹き抜けになって
いる場合はどうかなども確認してみましょう。c. が誤り。

a. 柱のテクスチャは、配置された部屋の内装のテクスチャや色が自動
的に反映する
b. 柱の高さは手動で設定できるが、天井がある場合は設定値が天井を
超えていてもそれ以上は伸びない
c. 柱のサイズ（間取り図上での縦、横）は、左のパレットで調整する

選択中の物の状態の変更は原則として右のパレットです
から、a. b. の正誤の確信が持てなくても、注意深く読ん
でいれば正解にたどり着けます。

■問題 7 / 50

答え：b

以下の文章は、階段の配置に関するものです。この文章が正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

階段の配置に関する基本問題です。階段は何らかの部屋の

階段は、「階段室」という特別な部屋を配置してから配置する

上に配置するものですが、特に「階段室」のような部屋で
ある必要はありません。階段は一種の「パーツ」であると

a. 正しい
b. 誤り

考えておきましょう。ちなみに、ユーザーが特に作成しな
ければ、
「階段室」という部屋存在しません。

■問題 8 / 50

答え：a

以下の文章は、階段の配置について説明したものです。この文章が正
しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくだ
さい。

階段の廻り方向は階段パーツを配置しなおすことで実現

U 字階段を配置したが、登り口と降り口を間違ってしまった。この場
合、プロパティパレットで廻り方向を変更できる。

ズ調整をした後などでは、再配置よりも、パレットでの調

できますが、プロパティパレットでも変更できます。サイ

整が手間がありません。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 9 / 50

答え：a

以下の文章は、階段の配置について説明したものです。この文章が正
しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくだ
さい。

プロパティパレットにある「デザイン変更」ボタンの内容

階段の「デザイン変更画面」では、笠木の有無などを設定できる。

ほか、壁（親板）の有無や、手すりの定義など様々なデザ

に関する問題です。箱形やシースルーなどの階段の形式の

インを設定できます。そのほか、プロパティパレットのボ
a. 正しい
b. 誤り

タンは、一通り動きを確認しておきましょう。

■問題 10 / 50

答え：ａ

建具の配置に関する次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと
思う場合は、ｂ を選択してください。

建具の開き勝手は、配置後に指定し、確定後も再配置する
ことなく何度でも変更することができます。

建具の開き勝手は配置した後に、変更することができる。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 11 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ｂ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

間取り画面で窓を配置したあとでは、配置の高さ（床からの高さ）を
変更することはできない。

窓のプロパティパレットで変更できます。配置したモノの
状態を変更する場合は、常に右のプロパティパレットを確
認するとよいでしょう。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 12 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

間取り画面で敷地に門扉パーツを配置しました。その後、すぐに確認
のため立体化してみると、門扉は２階の FL の高さに配置されていま
した。これは２階タブが選択された状態で門扉を配置したからです。

部屋にパーツを配置する際、自然に間取り画面で該当の階
のタブを選択して配置しますが、外構パーツの場合、敷地
が常に表示されているため、階を意識せず配置し、立体化
してはじめて敷地以外の床高に配置されていることに気
づくことがあります。外構パーツを敷地に配置したい場合

a. 正しい
b. 誤り

は「１階」のタブで配置するようにしましょう。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 13 / 50

答え：ｃ

照明パーツの「一括配置」機能について書かれた次の文章のうち“正
しいもの”を選択してください。

一括配置は、すべての階、部屋を対象に機能します。また
既に配置された照明は削除され、新たに配置されます。

a. 照明パーツが既に配置された状態で、この機能を使うと配置されて
いない部屋のみ、照明パーツが配置される。
b. ２階建ての間取りの場合、階ごとに「一括配置」ボタンをクリック
しなければならない。
c. この機能は天井にのみ照明パーツが配置される。壁付け、床置き照
明パーツは手動で配置する。

■問題 14 / 50

答え：ａ

次の文章は、パーツ配置について書かれたものです。この文章が正し
いと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくださ
い。

配置したパーツを選択状態にして右にあるパーツのプロ

家具やテーブル、トイレなどの設備のイメージにあわせてシンボルの
表示色を変更することができる。

選択できます。引っ越しの際の既存、新設を区別するとき

パティパレットを表示します。この中の「表示色」で色を

などに利用できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 15 / 50

答え：a

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正し
いと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくださ
い。

すでに配置済みの物の状態を調整するのは、プロパティパ

屋根の勾配は、プロパティパレットで変更することができる。

プロパティパレットでは、ほかにどんな項目が調整できる

レット（右のパレット）という原則が踏襲されています。

のか、一通り試してみましょう。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 16 / 50

答え：b

以下の文章は、屋根作成について説明したものです。この文章が正し
いと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してくださ
い。

手動屋根の描き方には、決まりがあります。手動屋根を選

手動で屋根を描く場合は、屋根面の頂点をクリックして描くが、軒先
に限らずどこから描き始めてもよい。

ますので、確認しておきましょう。

択すると右のパレットに描き方のガイダンスが表示され

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 17 / 50

答え：a

間取り画面のツールバーにある下図のチェックボックスについて説明
した図の下の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、
ｂ を選択してください。

このチェックボックスをチェックすると、上下階の壁線が

上下階の壁が同じ位置にある方が耐震強度が高まるので、このチェッ
クを入れて間取りを検討するのがよい。

直下率を高める目的など間取りを検討する際は、チェック

薄く参照できるようになります。この問題にあるように、

を付けて作業します。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 18 / 50

答え：d

ガイド線について書かれた次の文章の内、間違っているものを一つ選
んでください。

ガイド線は、図面の通り芯を実現する機能です。手動屋根
で面を描く時や、グリッドに乗らない点を起点にしたい場

a. ガイド線は、画面の上部または左側のルーラー部分（目盛のある部
分）をクリックすると追加できる
b. ガイド線は、モジュールやグリッドに関係なく自由に配置すること
ができる
c. ガイド線の交点は、吸着ポイントになるので、間崩れなどグリッド
に沿わない吸着点がほしいときに利用できる
d. ガイド線は、移動やコピーができないので、追加と削除で必要な位
置に配置する

合など、有用な機能です。

■問題 19 / 50

答え：a,b

次の文章は、間取り画面の CAD データ出力機能について説明したも
のです。この内、『』内の内容が正しいものをすべて選んでください。

マイホームデザイナーで描いた間取り図を製図でよく使

a. 多くの CAD ソフトが対応している『二次元の DXF 形式で保存でき
ます。
』
b. 無料で普及している JW-CAD で利用できる『JWC 形式で保存でき
ます。
』

われる CAD ソフトに読み込ませて、確認申請用の図面を
書いたりする際に利用される機能です。CAD ソフト用の
データはイメージ保存とは異なり、線画になっていますが
編集可能な状態で保存されます。マイホームデザイナーで
は、設問にあるどちらの形式にも対応しています。ちなみ
に、JWC 形式は、JW-CAD の古い形式（現在は JWW 形
式）ですが、JW-CAD で問題なく扱えるデータ形式です。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
答え：a

■問題 20 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

を、誤りと思う場合は、ｂ を

間取り画面で配置したパーツを選択すると、下図のように四隅に青い
ハンドルが表示されます。このハンドルをマウスでドラッグすると回
転ができますが、一度に回転する角度の設定は、設定メニューで調整
することができます。

出荷時は 15 度に設定されていますが、微妙な角度で回転
したいとき、設定メニューの中にある「最小回転角度の設
定」で調整します。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 21 / 50

答え：a,b,c,d

次の文章のうち、間取り画面のメニューで[編集]-[特殊コピー]に含まれ
る機能をすべて選んでください。

設問にある機能だけでなく、ほかにもコピー機能がありま

（PRO9 シリーズとアーキデザイナーの場合は、[移動／コピー]）

す。反転タイプの間取りを作りたい時などに便利ですの
で、一度使ってみましょう。

a.
b.
c.
d.

隣接コピー
回転コピー
反転コピー
配列コピー

■問題 22 / 50

答え：b

次の文章は、間取り図の印刷について書かれたものです。この文章が
正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してく
ださい。

間取り図の画面で、印刷を選ぶと、用紙内のレイアウトを

間取り図の印刷では１階、２階を並べて印刷することはできないので、
すべての階を一度に印刷するには、製図用の CAD で描くように、１
階と２階の間取りをずらして描かなければならない。

ます。製図用のＣＡＤでは、最終的に印刷するレイアウト

どのようにするかや、縮尺をどうするかなどの選択ができ

を考慮して図面を配置する場合がありますが、マイホーム
デザイナーでは、用紙のレイアウトのように、間取り検討

a. 正しい
b. 誤り

に無関係な事柄を意識して作図する必要は全くありませ

■問題 23 / 50

答え：a

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場
合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

「連続」を ON にしないで、テクスチャを貼り付けると、

図に示したボタンは、テクスチャの貼り付けで、同じテクスチャを続
けて貼り付けたいときに便利です。

ん。

貼り付けるごとに選択状態が解除されます。よく似た機能
に、
「貼付範囲の拡張」
（PRO9 シリーズの場合は「貼付拡
張」
）があります。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 24 / 50

答え：a

テクスチャの貼り付けについて書かれた次の文章が、正しいと思う場
合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

この機能もよく使う機能です。特定の面を色分けたい時な

図のチェックボックスにチェックを付けずに部屋の壁にテクスチャを
貼り付けると、一度の操作でその部屋のすべての壁面が同じテクスチ
ャになります。

どに使用します。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 25 / 50

答え：a

下の図について説明している次の文章が、正しいと思う場合は、ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

作業中のパースですでに使われているテクスチャをパレ

このツールは、パース図にすでに貼り付けられているテクスチャが、
どれかを特定したい時に利用します。例えば、このアイコンをクリッ
クした後、フローリングの上でマウスクリックをすると、テクスチャ
パレット上で該当のテクスチャに赤い枠が付きます。

ット上で見るには、「使用中」パレットをみる方法もあり
ますが、よく似たテクスチャを使っているときは、区別が
付きにくいときもあります。そのようなとき、そのテクス
チャがどれかを特定したり、再度別の場所に貼り付けたい
ときは、このスポイドツールを使います。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 26 / 50

答え：a

下の図は、テクスチャパレットで「詳細設定」ボタンをクリックした
ときに表示される画面です。この画面の機能について述べている次の
文章が、正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

テクスチャの中には、柄物やタイルのように元の画像に寸

反復回数に、縦、横ともに１が入っているので、貼り付けられた面に
対して目的のテクスチャが繰り返しなしに貼り付けられることを示し
ています。

法の概念があり、その単位で繰り返して貼り付けるべきも
のや、貼り付けられる対象の大きさに依存して拡大・縮小
すべきものがあります。この詳細設定画面では、テクスチ
ャの張り付け方や、回転などを設定します。設定を変更し
てみて違いを確認してみましょう。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 27 / 50

答え：c

壁際に置く本棚パーツの「配置基準点」の設定 A．B．C．の内、どれ
がふさわしいですか。

配置基準点は、吸着や回転の原点になる点（ピンク色）で
す。

a. A
b. B
c. C

■問題 28 / 50

答え：ａ

以下の文章は、パーツの取り扱いについて説明したものです。この内
容が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択し
てください。

「グループ化」
「グループ解除」はパーツを選択したとき
右クリックメニューで表示される機能です。

ソファセットのテーブルとチェアのように、複数の要素からなるパー
ツを分解して、要素ごとに移動や削除を行うには、パーツを選択状態
にして、右クリックメニューから「グループ解除」をクリックする。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 29 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

間取り画面で配置した建具パーツは３Ｄ画面では選択状態にできる
が、移動できない。

３Ｄ画面では開口が建具の移動と連動しないのでパーツ
が「ロック」されています。建具パーツをダブルクリック
すると「パーツのプロパティ」画面が表示されますが、
「ロ
ック」にチェックが入っていることが分かると思います。

a. 正しい
b. 誤り

他に「壁や他のものに沿わせる」チェックなどもあります
が、これは壁付け用のパーツ（例えば掛け時計パーツなど）
に設定されています。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 30 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ｂ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

太陽光源は、季節や時刻、所在地を指定して太陽の方向を設定できる
が、任意の仰角や方向を設定することはできない。

光源の種類は 3 種類あります。平行光源、点光源、スポッ
トライト。全体光源の内、太陽光源として既定で設定して
いる光源は平行光源です。平行光源は、拡散しない光線で
方角や仰角を調整できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 31 / 50

答え：ａ、ｂ、ｃ

背景設定のパレットにある機能を以下の中から全て選択してくださ
い。

様々な背景を試して初期の画像に戻したい場合は、背景の
パレットにある「初期値に戻す」ボタンをクリックします。
背景を設定後、継続して使用したい場合は「この設定を規
定値にする」ボタンをクリックすると、次に起動したとき
も設定された背景がパース図に表示されます。

a. 背景のパレットにあるサムネイルをクリックするとパース図の背
景が選択された背景画像に切り替わる
b. 背景のパレットにある単色を選択して色をクリックするとパース
図の背景が選択された色に切り替わる
c. 背景のパレットにある「参照」をクリックして、画像ファイルを選
択するとパース図の背景は選択された画像に切り替わる

■問題 32 / 50 （PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リ
フォームデザイナー2 では出題されません）
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

を、誤りと思う場合は、ｂ を

「おまかせ光源設定」はレンダリングの際、光源の色や明るさを自動
的に調整する機能ですが、この機能は Optimage(オプティマージュ)
とレイトレースの両方にある機能です。

答え：ｂ
レンダリングには Optimage(オプティマージュ）とレイト
レースレンダリングの 2 種類がありますが、
「おまかせ光
源設定」は Optimage だけの機能です。レイトレースには
ありません。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 33 / 50 （PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リ
フォームデザイナー2 では出題されません）
次の文章がａ．～ｃ．の内、間違っているものを選択してください。
a. 画面のパース表示と、Optimage やレイトレースによるレンダリン
グ画像で、空間内で点灯できる光源の数に差は無い。
b. ウォークスルームービーは画面のパース図を連続的に繋げている
ものなので、レンダリングの画質でのムービー作成はできない。
c. Optimage によるレンダリングとレイトレースによるレンダリング
を比較すると、レイトレースの方が影が強く（濃く）出る傾向があ
る。

答え：a
画面内のパース図は、一度に点灯できる光源の数に制限が
あります。ダウンライトなどを 20 個程度配置してみると
わかります。ウォークスルームービーは、視点をずらしな
がら画面キャプチャを問っているようなもので、一視点の
画像の計算に相当程度時間のかかるレンダリング画像で
ムービーをつくるのは現実的ではないため機能として実
装されていません。レイトレースは Optimage によるレン
ダリングに比べて、光の反射などの計算回数が少なくなっ
ているため、影が強めに出る傾向があります。

■問題 34 / 50

答え：a、b、d

ソファとサイドテーブルが、ひとくくりのソファセットがある。サイ
ドテーブルを入れ替えて新しいパーツをパーツパレットに収録する場
合に関係の深い操作を３つ選択してください。

ソファセットを選択し、
「グループ解除」をします。ソフ
ァとサイドテーブルを単体のパーツになるので、サイドテ
ーブルを入れ替えます。ソファとサイドテーブルを選択し

a.
b.
c.
d.
e.

グループ化
グループ解除
イメージ保存
お気に入りに登録
光源設定

て、
「グループ化」をおこない選択すると、ひとくくりの
パーツとなり「お気に入りに登録」が設定できます。複数
のパーツを選択するだけでは「お気に入りに登録」はでき
ません。お気に入りに登録したパーツは、パーツパレット
の「お気に入り」に収録されます。

■問題 35 / 50
次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

答え：ａ
を、誤りと思う場合は、ｂ を

「３Ｄ文字」の機能が形状作成機能にあります。

形状作成機能を使って、立体的な文字を作成することができる。

a. 正しい
b. 誤り
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 36 / 50

答え：a

以下の文章は立体化後の画面にある機能を説明したものです。この文
章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択し
てください。

問題の機能は、いずれもツールボタンにある、
「特殊効果」
ボタンに含まれる機能です。

作成したパース図を輪郭線を強調して見せたり、ホワイトモデルで表
示する機能がある。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 37 / 50

答え：a

次の文章は、
「視点」について書かれたものです。この文章が正しいと
思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。

視点に名前を付けて登録しておくことができます。また、

ユーザーは下図のアイコンを使って、視点に名前を付けて登録、再利
用することができる。

右隣のドロップダウンメニューを使うと、登録済みの視点
に素早く切り替えることができます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 38 / 50

答え：a

下の図で、パーツやテクスチャのパレットに雲のマークがついている
ものがあります。このマークの説明として“ふさわしくないもの”を
選択してください。

b. c. は正しいことを述べています。データセンターに登録
していなかったり、インターネットが使えない環境で、ソ
フトを使用しているときは、c.にあるように、パレットの
下側にあるチェックボックスで、非表示を選んでおくとい
いでしょう。

a. 背景として使えるものであることを示しています
b. 現在使用中のパソコンには存在しておらず、データセンターに収録
されているパーツであることを示しています
c. パレットの表示設定で、雲マークのあるものを非表示にすることが
できます
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 39 / 50

答え：b

以下の文章は、立体化後の画面の[ファイル]-[パーツを読み込む]につい

マイホームデザイナー形式の m3d(アーキデザイナーは

て（アーキデザイナーは「ファイル」⇒「インポート」）説明したも
のです。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、
ｂ を選択してください。
この機能で読み込める形式には、3D-DXF（3 次元 DXF）は含まれて
いない。

m3da 形式と m3d 形式)以外に読み込める３次元形式は、
3D-DXF と、skp(SketchUP 形式)です。3D-DXF は多くの
3 次元対応ソフトが対応していますが、テクスチャは保持
していないので、ホワイトモデルのような状態で読み込ま

a. 正しい
b. 誤り

れます。一方、skp 形式はテクスチャも付属して読み込ま
れます。他のソフトで作成した 3D パーツを利用したい場
合は、この２つで入手しましょう。なお、3D データは、
その目的によって精密すぎ、データ量が膨大で扱いにくい
場合がありますので、注意しましょう。

■問題 40 / 50

答え：a

以下の文章は、立体化後の画面の［ファイル］－［エクスポート］－

CSV とは、列と行からなるファイル形式で、エクセルや

［面積・パーツ出力］の機能（アーキデザイナーは「ファイル」⇒「面
積・パーツ出力」
）について説明したものです。この文章が正しいと思
う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してください。
この機能は、内装、外装、配置されているパーツの情報をエクセルな
どで開くことのできる CSV 形式で情報を出力するもので、間取り側に
ある機能と同じです。

様々なデータベース関連のソフトなどで入出力できる汎
用的なものです。デザインだけの作業ではあまり扱いませ
んが、見積もりなどで、面積や数量を集計したい場合など
で、利用できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 41 / 50

答え：c

以下の文章は、立体化後の画面で利用する、「パーツ配置基準点設定」
について説明したものです。この内、
“ふさわしくないもの”を一つ選
んでください。

パーツ配置基準点は、パーツを選択状態にしたときにピン

a. 「パーツ配置基準点」は、パーツの回転の際、中心になる
b. 「パーツ配置基準点」は、床置きの家具であれば、底面に設定して
ある
c. 「パーツ配置基準点」は、平面図では見えるが、立面図では表示さ
れていない

ク色で表示される点です。その名の通り、配置する際の基
準で、床置きの家具が特に操作しなくても、近傍の床の上
に配置されるのはこの機能のためです。パーツを選択状態
にして、右クリックすると、メニューのなかに「パーツ配
置基準点設定」がありますので、一度選択してみましょう。
オリジナルのパーツを作成する際にも意識する必要があ
ります。
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～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 42 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ｂ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

敷地境界線に道路を作成できます。作成後、道路の高さを

を、誤りと思う場合は、ｂ を

敷地は高低差を設定できるが、道路は水平面以外は設定できない。

設定すると傾斜した道路ができます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 43 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ａ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。
簡易構造診断は、耐力壁を配置に応じてリアルタイムに診断結果を表
示する機能である。

簡易構造診断の「診断表示」ボタンをクリックすると、診
断条件設定があり、各都道府県や市町村を設定、積雪の考
慮と建物の重量なども設定して、シミュレーションがおこ
なえます。耐力壁を配置すると、不足、適切などがリアル

a. 正しい
b. 誤り

タイムに表示されます。

■問題 44 / 50 （Neo2,Neo3 では出題されません）

答え：ｂ

次の文章が正しいと思う場合は、ａ
選択してください。

屋根作成のパレットの中に「庇作成」ボタンがあります。

を、誤りと思う場合は、ｂ を

窓を配置すると外壁側に自動的に庇が配置される。

クリックすると配置する庇の設定情報が表示されます。設
定を終えると外壁側に吸着するように庇を配置できます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 45 / 50 （PRO8,PRO9,リフォームデザイナー,リ
フォームデザイナー2 では出題されません）

答え：a

以下の文章は、間取り画面での天井編集機能について説明したもので
す。この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ
を選択してください。

間取り画面の「床/天井編集」ナビで操作できる項目です。

勾配天井を表現したいときは、間取り側で天井（板）をはらない領域
を指定するだけです。

のような一つの部屋の中での床面の高さの違いを表現で

勾配天井の他、織り上げ天井や、小上がりや、掘りごたつ

きます。

a. 正しい
b. 誤り
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■問題 46 / 50

答え：a

次の文章は、カーテンの配置について書かれたものです。この文章が
正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択してく
ださい。

カーテンの配置は、建具の幅や高さに自動的に合うように

カーテンは、建具の付近で配置すると、自動的にサイズ調整がなされ
る

下にあるカーテン作成ボタンから、オリジナルのカーテン

調整がされますので、非常に便利です。また、パレットの

を作成することもできます。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 47 / 50 （PRO9EX,Neo3 以外は出題されません） 答え：a
以下の文章は、立体化後の画面での編集に関して述べたものです。こ
の文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選
択してください。

ニッチ／トリムナビから配置できる装飾機能です。

壁の一部を窪ませて、絵や装飾品を飾ったりする内装をニッチとよび、
壁装飾に予め用意されているデザインを適用するだけで、配置するこ
とができる。

a. 正しい
b. 誤り

■問題 48 / 50 （PRO8EX2,PRO8,リフォームデザイナー
は出題されません）
次の文章は、立体化後のある操作についての説明です。この文章は、
下の a. ～ c.のどの機能を説明したものですか。
パース図に奥行き感を添えるため、建物の手前に被るような樹木や、
太陽フレアを表現することができる。

答え：b
前景設定は背景設定とは異なり、視点を動かすと不自然に
なることがあります。そのため、パレットの下には「前景
を解除する」ボタンが付いています。

a. 背景設定
b. 前景設定
c. 添景パーツ

■問題 49 / 50

答え：b

以下の文章は、プレゼンボードデザイナーについて説明したものです。
この文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を
選択してください。

答えは、誤り＝b.。プレゼンボードでは貼り付けたときや、
拡大縮小したとき、縮尺を確認できる点が特徴。

プレゼンボードデザイナーのパレットにある、間取り図や線画の立面
図は、編集画面に貼り付けてサイズ変更しても縮尺を確認することは
できない。

a. 正しい
b. 誤り

65

～3D マイホームデザイナー検定～ 必勝！100 問＆解説（第二回）
■問題 50 / 50

答え：a

以下の文章は、３Ｄプレイスでデータを見てもらうのと、イメージ保
存したパースデータを見てもらう場合の違いを述べたものです。この
文章が正しいと思う場合は、ａ を、誤りと思う場合は、ｂ を選択
してください。

イメージ保存の場合は、紙に印刷したりできる点で手軽で

イメージ保存は写真と同じなので、保存した状態以外の視点で見るこ
とはできないが、３Ｄプレイスは“３Ｄ”の状態を保っているので、
室内に入ったり、建物の裏側を見たりすることができる。

すが、３Ｄプレイスは無料のスマホやタブレット向けのア
プリをインストールしておけば、３Ｄの状態でパースデー
タを閲覧してもらうことができます。

a. 正しい
b. 誤り
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