パースピーディ
Q. 従来図法よりも簡単に描けますか？

Q. 従来透視図法の習得はできますか？

A. 確実に簡単に描けます。Perspeedy

A. 従来透視図法（基線法、側線法など）そのものの習得はできません。しか

はグリッド法を基本としていますが、

し Perspeedy は多くの学生が実践的な建物の透視図を何枚も完成させられま

方眼紙のデザインを追求し、専用定規

す。そのため透視図の能力の中で特に重要なパース感覚（パース線収束と遠

とレールバーと消点ストッパを加える

近感覚）が自然に身に付きます。そして最終的にはフリーハンドのパースの

ことで、複雑な従来の透視図法を知ら

能力が向上すると考えています。

なくても、快適に素早くパースを描く
ことができます。従来透視図法では学

パース

教育に苦労していませんか？

0.91m

の学生が複雑な形状の建物を完成させ

建築パースの授業では、かなりの
時間を費やしながら、多くの学生
がパースを完成できず、達成感も
得られないまま、ニガテ，キライ
と感じていました。

が…
いきなりです

生がなかなか満足するパースを描けな
かったのに対し、Perspeedy では多く

ご利用のおすすめ

0.91m

られます。
Q. どのような建物が描けますか？
A. 標準的な一戸建ての住宅規模で、平面モジュールが 910mm の在来木造の
建物に適しています。また屋根面がしっかり見える好ましい構図で描けます。
（建物の輪郭線のみで、着彩はサポートしていません）

パースピーディ

で、まずはパースに慣れる！

多くの学生が確実に
パースを完成させられる
オールインワンのキットが
できました！

Q. では Perspeedy をどう授業に組込めますか？
A. Perspeedy で建物のパースを何枚か描き、まずはパース
に慣れます。その後、従来透視図法では単純な建物のパース
を１枚だけ描き、歴史や手法を教養として理解します。つま
り実践と教養の役割分担をすることで、これまでよりも実務
に活かせる教育が可能になります。

Q.３DCAD・CG があれば手描きパースは必要ないのでは？
A. フリーハンドの手描きパースは建築設計に係る人の必要
不可欠な能力です。３DCAD・CG は正確に表現でき、視点
移動もできますが、モデリングに時間を要する場合が多い

レールバー

です。一方、必要な絵だけが即座に必要となるケース、例
えば設計者が施主と打ち合わせをする時や、自分自身でデ
ザインをチェックする時には、フリーハンドパースは必要
不可欠な能力と言えます。フリーハンドパースの能力向上
の導入ツールとしても Perspeedy は最適です。
Q. 教員のメリットはありますか？

サクサク作図！手描きパースキット・パースピーディ

A. 教える側の負担も大幅に軽減できます。それは Perspeedy に
よる作図自体が簡単であるのが主要因ですが、多くの学生がパー
スを完成できるため、学生間の教え合いも活性化します。そして
クラス内のモチベーションも上がります。その結果、パースの演
習授業が教員も学生も楽しくなり、スムーズになります。
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●特許第 5583818 号
●意匠登録第 1484820 号

を使用した授業のコマ割り例（各２時間 ×８週）

●学生作品 (17 歳・女子）

●学生作品 (19 歳・女子）

★最初は出来るか心配だったけど、思った
よりも理解できたので面白かった。

★形を想像するのが難しかったけど
だんだん出来あがるにつれてうれしかった。

★これを使ってもっと複雑な
建物を描きたくなった。

学生の声

★今までに描いたことのない
リアルな建物が描けて興奮した！

★人前で Perspeedy でパースを描いている
姿を見せたらカッコよく見られそう。

●第１週（２時間）
・基本的な使い方，セットアップ，簡単な建物の作図
●第２週（２時間）
・２階建住宅の作図（セットアップ，概形，窓，土台等）
●第３週（２時間）
・２階建住宅の作図（玄関，階段，サッシ，外壁，屋根仕上げ等）・1 枚目完成
●第４週（２時間）
・寄棟屋根２階建住宅の作図（セットアップ、概形、窓、土台等）
●第５週（２時間）
・寄棟屋根２階建住宅の作図（玄関、サッシ、外壁、屋根、添景等）・2 枚目完成
●第６週（２時間）
・ヴォールト屋根２階建住宅の作図（セットアップ、概形、窓、土台等）
●第７週（２時間）
・ヴォールト屋根２階建住宅の作図（玄関、サッシ、外壁、屋根、添景等）・３枚目完成
●第８週（２時間）
・従来図法による作図（簡単な建物）・従来図法の基礎知識習得

●始めに Perspeedy でパースの作図・完成に慣れた後、従来図法を
簡単に演習する構成です。
●上記の課程を終えると、多くの学生が自分が設計した住宅のパース
を Perspeedy を使って手で描けるようになります。

★私は不器用だけど、Perspeedy で描いたパースの
おかげで設計課題で良い点をとることができた。

★自分が設計した平面図と立面図から、立体的な
建物が簡単に描けるのがとても面白かった。

★消点ストッパを使っていると、描いている
うちに消点の意味が分かってくる。

※４～７週の寄棟屋根２階建住宅
図面とヴォールト屋根２階建住宅
図面も弊社 Web サイトからダウ
ンロードできます。

チュートリアル

基本セット (4,800 円・税抜）
●専用方眼紙 A2 版 ×6
（R タイプ・L タイプ各３枚）

収納に便利なケース入り

●チュートリアル PDF ２階建住宅編
弊社 Web サイトより PDF ダウンロード

www.adwin.com/product/ASS-1408.html

●特許第 5583818 号
●意匠登録第 1484820 号

●チュートリアルビデオ
２階建住宅編

●専用定規 ×1

YouTube 視聴
Part1: 約 8 分 Part2: 約 9 分

●消点ストッパ ×12
（専用方眼紙１枚に 2 個使用します）
●学生作品 (19 歳・男子）

●学生作品 (17 歳・女子）
※学生作品は課題設計のパースに着彩した例です。

パースピーディ

かんたん
①立面図と平面図を
透視図グリッドにプ
ロットします。多数
の数字目盛と縞模様
があるのでプロット
作業はスムーズです。

作図手順

●２階建住宅図面
（チュートリアル用）
弊社 Web サイトより
PDF ダウンロード

www.adwin.com/product
/ASS-1408.html

丁寧に解 説 し た チ ュ ー ト リ ア ル は
PDF とビ デ オ の 両 方 が あ り ま す 。
独学する 場 合 で も 十 分 な 内 容 で す 。

これさえあればパースが描けるすべてのパーツが揃っています。
パースをマスターするのに十分な枚数の用紙が入っています。

●専用方眼紙・●専用定規は必要に応じて追加購入できます。

②立面透視図点と消点を
結べば、パース線が引け
ます。
③さらに平面透視図から垂直線を引け
ば、パースの点が求まります。基本動
作は②と③だけで、これを繰り返せば
パースが描けます。

④すべての垂直線、
パース線が簡単に
引ける専用定規と、
ブラインドで消点
をとらえられる消
点ストッパにより
作図がきわめてス
ムーズです。

平行定規・ドラフター

不要

⑤従来図法にくら
べて補助線が各段
に少ないため、複
雑な建物でも確実
に描けます。

製図版等がない自宅
でも作業できます！
開発者

間瀬実郎
呉工業高等専門学校
建築学科教授・工学博士

