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　・１級建築士（学科無料講座）

　・１級建築士（製図無料講座）

　１章　学科試験の現状把握

　２章　短期間（２ヶ月）で学科を突破する方法

　３章　５科目の過去問20年の項目別一覧表

　４章　５科目全問題のポイント一覧表

　５章　法規特化型講座

ＨＯＭＥ無料講座 １級建築士（学科会員講座）

１級建築士（製図会員講座）

HOME無料講座：１級建築士（学科無料講座）

１．ホームページの構成 
 
ホームページ＇ＨＰ（は、大きく「無料講座」と「会員講座」があり、それぞれ「学科」と「製図」の２種類の４構成である＇図１参照（。 
以下、この４構成について簡単に紹介する。 
① 無料講座＇学科講座（ ・・・ここ「HOME無料講座」に「５科目の過去問20年の項目別一覧表」等があり 
② 無料講座＇製図講座（ ・・・「２時間エスキス完了法」等を紹介 
③ 会員講座＇学科講座（ ・・・過去問の使用は建築技術教育普及センターとの使用許諾条件が会員公開のみ 
④ 会員講座＇製図講座（ ・・・その年度の研究会の予測課題＇３案（等が見れる＇過去３年間80％以上的中（ 
※会員講座は、全ての講座が見れて年会費２万円＇翌年延長される場合は延長１万円/年（ 

１級建築士の講座 

無料講座 会員講座 

図１ １級建築士講座におけるホームページの構成 

２．各講座の概要 
 
各講座の概要を図２～図５に示す。 

図２ 学科無料講座の概要 

目次 

表１　学科試験の各科目と総得点の合格基準点

Ⅰ計画 Ⅱ環境・設備 Ⅲ法規 Ⅳ構造 Ⅴ施工 総得点 受験者数 合格者数 合格率

＇20点（ ＇20点（ ＇30点（ ＇30点（ ＇25点（ ＇125点（ ＇人（ ＇人（ ＇％（

平成21年 11 11 16 16 13 97 42,569 8,323 19.6

平成22年 11 11 16 16 13 88 38,476 5,814 15.1

平成23年 11 11 16 16 13 87 32,843 5,171 15.7

平成24年 11 11 16 16 13 94 29,484 5,361 18.2

平成25年 11 11 16 16 13 92 26,801 5,103 19.0

平成26年 11 11 16 16 13 90 25,395 4,653 18.3

平成27年 11 10 16 16 13 92 25,804 4,806 18.6

平成28年 11 11 16 16 13 90 26,096 4,213 16.1

平成29年 11 11 16 16 13 87 26,923 4,946 18.4

平成30年 11 11 16 16 13 91 25,878 4,742 18.3

※足切点＇青色＝合計67点（から合格90点を目指すのは自由　⇒法規25点＇正解率83％（なら他科目68％で90点

目標点 14 14 25 20 17 90 　←法規を確実に25点取って合格

総得点は90点±4点以内 合格率は15～20％で決定



　１章　製図試験の現状把握

　２章　短期間（２ヶ月）で製図に合格する方法

　３章　課題読み解説（基礎編）

　４章　図面の書き方（基礎編）

　５章　２時間エスキス完了法

　６章　記述の解説（基礎編）

HOME無料講座：１級建築士（製図無料講座）

図３ 製図無料講座の概要 

2015年9月27日＇予測確定：建築資格研究会（

※以下、予測課題を参考に２時間エスキス完了法＇一部、予測課題の補足説明（について解説する。

・課題読み30分は、決まっていることの流れ作業であり、＇1（課題読み15分、＇2（要求室の階振りと面積出し15分で完了する時間である。

＇1（課題読み15分＇試験時間11：00～11：15（

・課題読み15分は、チェックポイントにマーカーや書き込みをしながら、一通り15分で読み終えることである＇毎日の昼休み30分を課題読みとすると早く読めるようになる（。

・予測課題のチェックポイントを下線と書き込み＇赤字（で示している。課題文でチェックすべきポイントは決まっているので、15分で課題読みを完了することはそれほど難しくない。

予測課題の解説と２時間エスキス法　【平成27年度の課題 「市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅＇基礎免震構造を採用した建築物である。（」】

Ⅰ．設計課題

この課題は、ある地方都市の市街地にディサービス付き高齢者向け賃貸集合住宅を計画するものである。この建築

物には、地域の高齢者を対象としたディサービスを併設し、地域高齢者のほか、集合住宅の居住者も利用できるもの
とする。また、設計に当たっては、通所者及び入居者に対して、より良い住環境を提供することに配慮し、明るく開放的
な空間となるように計画する。

１．敷地及び周辺条件
＇1（ 敷地の形状、接道条件、周辺状況等は、下図のとおりである。
＇2（ 敷地は、平坦で、道路及び隣地との高低差はないものとする。また、歩道の切り開きは、１箇所

当たり６ｍまでできるものとする。

＇3（ 敷地は、近隣商業地域及び準防火地域に指定されている。また、建ぺい率の限度は、
70％＇特定行政庁が指定した角地における加算を含む。（、容積率の限度は300％である。
⇒建ぺい率 1,900㎡×0.7＝1,330㎡以下

＇4（ 電気、ガス及び上下水道は、完備している。

＇5（ 地盤は良好であり、杭打ちの必要はない。
＇6（ 気候は温暖で、積雪についての特別の配慮はしなくてよい。

Ⅰ．設計課題の解説

設計課題のチェックポイントは、住宅部門とディサービス部門の関連を把握することで

ある。２部門の関連の記載としては、次の３パターンが想定できる。
① 分割管理＇住宅部門とディサービス部門は経営主体が異なるため等（
② 一括管理＇管理主体は住宅事業者としディサービス等はテナントとする等（
③ 管理方法は明確に記載されないで設計者が判断

本試験の出題としては、③の設計者に判断させるパターンになると予測する。

予測課題では、③の内容で作成しているが、「賃貸集合住宅」という記載から、２部門
の分割管理と判断するのが妥当である。また、「集合住宅の居住者も利用できる」とい

う記載から、分割管理であっても、住宅部門からディサービス部門への連絡口は必要
であると読み取れる。

※運営形態は、受電方式に影響する。分割管理ならディサービス部門はキュービクル、
住戸部門は屋外パットマウント＇住戸（＋キュービクル＇共用（又は借室電気室を設置
するなどの選択となる。一括管理ならば、借室電気室から共用キュービクルによる一
括受電とし、住戸を子メーター按分負担とするなどが選択できる。

１．敷地及び周辺条件の解説

ここは、毎年ほぼ同じ内容であり、チェックポイントは建ぺい率のみとなる。建ぺい率
70％なら敷地図面積に0.7を乗じて「1,330㎡」を記載する。容積率は、一般的に床面

積を守るとクリアできるのでチェック不要である。
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敷地図のチェックポイントは、敷地と周辺の条件確認である。幅の広い道路が「主アプ
ローチ」側となり、狭い道路が「副アプローチ」側となる。隣地条件が集合住宅の場合
は、「眺望×」である。集合住宅側にバルコニーを計画するとプライバシーの観点から
望ましくない＇減点対象と判断（。また、横断歩道から5ｍ以内は切り開きができないの
で、注意を要する。

※道路は、２面道路とした。本年度の課題は、住宅部門とディサービス部門の２部門

があることから、１面道路では動線交差を起こしやすい。従って、２面道路となる可能
性が高い。道路の方角が異なって出題された場合、道路幅の広い方が主アプローチ
となるなどの考え方は同じである。

【予測課題について】

一般にセンター試験課題の予測絞り込みは、困難である。そのため他社多くの講座は、様々なパターンの課題を、毎週のように作図させるという手法を取っている。これは、当たりも無ければハズレも無い手法になる。

また、様々なパターンを毎週のように学習することは、情報量が多すぎるため、「結局何が正解なの？」という疑問を持つことになる＇全てを理解するには膨大な時間が必要（。
当研究会の予測課題は、従来と逆の発想で課題を作り込んでいる。各項目について、過去の課題分析から想定される様々なパターンから、最も出題される可能性が高いもの全てを予測課題とした。ここに記載されて
いる内容を一通り読んで頂くと、様々な想定パターンを理解しつつ、本年度の課題に対する全体の「正解」が見えてくる。課題の一点予測は、公開する側にとって非常にリスクが高い。予測課題が大きく異なると、ホー
ムページの存在価値がなくなり、企業であれば受講生が激減することになるので、他社はこの方法を採用していない。しかし、予測課題が的中することは、試験合否に直結する＇短期学習法になる（。当研究会は、この

一点予測に全てを掛けて「ズバリ的中」を目指す＇様々なパターンも提示するので、本試験で柔軟な対応も可能（。

予測課題の作成では、次の点に留意した。
1（ 施設管理の運営形態について

施設管理の運営形態は、分割管理と一括管理がある。予測課題の「Ⅰ.設計課題」主文では、管理形態を明確な文面としないで、受験者が判断する内容とした。
なお、運営形態を分割管理とした場合でも、住宅部門からディサービス部門への動線＇連絡口（は、指定されるものと予測する。

2（ 部門構成について
部門構成は、ディサービス部門と住宅部門が100％出題される。その他の部門＇喫茶店と防災倉庫等（が出題されるかは、悩むところである＇予測課題では両方組込んでいる（。

なお、部門ではないが、「その他の施設」として屋外テラスや屋外広場等が出題される可能性がある＇予測課題では両方組込んでいる（。
3（ 階の部門構成について

階の部門構成は、1階＇ディサービス部門、住宅部門、その他の部門（、2階＇住宅部門の単独か、又はディサービス部門と住宅部門の構成（、基準階＇住宅部門（となる。
2階がディサービス部門と住宅部門の構成となった場合は、部門ごとに明確に分けて、その両方の動線、2方向避難等を計画しなければならない。予測課題は、2階を2部門の構成とした。

4（ 要求室一覧表について
要求室一覧表は、一般に表の一番左が「部門」であるが、H21貸事務所ビル＇7階（とH23介護老人保健施設＇5階（では「設置階」となっている。本年度は、階数からは「設置階」となるものと
判断できるが、明確な2部門の必要性から「部門」も想定される。予測課題では、階振りが難しい方の「部門」とした＇「設置階」ならその指示に従い階振りをすればよい（。

5（ 要求室について
要求室は、例年20室前後の出題である。予測課題は、類似問題のH23介護老人保健施設＇５階（が23室であることから、同様に23室とした。
2部門の複合施設であることから、管理部門のエントランスホール、事務室、更衣室などは両部門で必要である。
ディサービス部門は、食堂・機能訓練室、厨房、浴室＇一般浴槽、機械浴槽（の出題が確実である。その他、汚物処理室や静養室などがある。
住宅部門は、食堂・談話室の出題が確実である。その他、軽運動室などがある。基準階は、住戸主体であり、談話コーナーなどの共用部が出題されるかは微妙である。
この要求室の条件では、「その他の施設等」との一体利用や、1階厨房から2階の食堂への配膳動線、又は吹抜け指定＇H22、H24、H25、H26で吹抜け出題有（が考えられる。

予測課題では、上記全ての条件を組込んでいる＇予測検討していない事項を試験中に考えるのは時間がかかるが、出題されない事項を削除して考えるのは容易である（。
6（ その他の施設等について

その他の施設等は、駐車場が確実に出題される。予測課題は、類似施設のH23と同じ送迎用、車いす用、サービス用駐車場と、安全のためH24、H25出題のあった駐輪場を含めた。
その他の屋外施設は、H25、H26に屋外テラスが、H21、H22に屋外広場が出題されているので、両方を予測課題に含めた。屋外テラスは、H26と同様に要求室と一体的な利用とした。

7（ 要求図書について
要求図書は、従来、要求室の什器等や歩行距離の記載程度の指示であり、特別注意する必要がなかった。しかし、H26「24時間エリアの破線及び屋根の形状の一点鎖線の図示」の指示が

あり、本年度は、高確率でエキスパンションジョイント部分の一点鎖線の図示が指示されると予測できる。従って、予測課題では、エキスパンションジョイントの一点鎖線の図示を組込んだ。

予測課題は、ズバリ的中の一点予測であるので、出題される予測内容の中で最も難しいパターンを全て盛り込むという形式をとっている。これは、最も難しいパターンを把握できれば、これ以外は容易に対応できるとの
考え方である。また、予測した内容の一部が本試験で出題されなかった場合＇吹抜け、広場、駐輪場がないなど（、それらを削除して検討すれば容易に解答を得ることができる。なお、予測課題は、試験終了後に的中
状況等を検証する。

【２時間エスキス完了法について】

製図試験は、６時間30分という短時間の中で作図と記述を終える時間勝負の試験である。理想的な時間配分は、エスキス２時間＇課題読み含む（、記述１時間、作図３時間、見直し30分である。近年、試験内容の難易
度は年々増している傾向にある。また、今年は、３平面図という構成になることから、昨年よりも時間を要すると判断できる。理想形を追い求めず、減点は多尐あっても17：00まで完成させて、見直しをした人が勝利を得る

と言える＇見直し30分は必須（。時間配分で最も難しいのは、エスキスを２時間で完了することである。このエスキス２時間とは、課題読み30分とエスキス90分のことである。このエスキスが中途半端のまま、時間に追われ
て作図に入ると、３時間で作図を完成させることは不可能に近いと言わざるを得ない。ここでは、H27予測課題を参考に、エスキスが２時間で完了する方法について解説する。解説の共通事項として、下線部はチェック
ポイントであり、赤字は書き込み内容を示し、※は予測課題の留意点等である。

＇５（階段の書き方＇利用者用（

利 用 者 用階段の書き方は、下図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、この階段を三角ス
ケールなどで寸法取りしている時間はない。下記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
＇多尐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。会員講座「２章 図 面 の書き方＇３
時 間 ス ピード作図法（」で詳細解説しているが、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点程度と推定
する。ここは考え方であるが、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。図面を早めに仕上げて、見直し時間を多く取った方が、結果的に減点の尐ない図面となるも
のと判断している。

＇６（階段の書き方＇管理者用（

管 理 者 用階段の書き方は、利用者用階段と同じ考え方で下図３ステップで書く。

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）
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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）
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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

目次 

表１　製図試験の合格率

合格

ランクⅠ ランクⅡ ランクⅢ ランクⅣ

平成21年 12,545人 41.2％（5,164人） 25.8％ 23.0％ 10.0％

平成22年 10,705人 41.8％（4,476人） 27.8％ 23.5％ 6.9％

平成23年 11,202人 40.7％（4,560人） 30.5％ 18.1％ 10.7％

平成24年 10,242人 41.7％（4,276人） 27.9％ 18.2％ 12.2％

平成25年 9,830人 40.8％（4,014人） 27.3％ 19.2％ 12.7％

平成26年 9,460人 40.5％（3,825人） 32.7％ 20.5％ 6.3％

平成27年 9,308人 40.5％（3,774人） 25.2％ 23.3％ 11.0％

平成28年 8,653人 42.4％（3,673人） 27.1％ 20.7％ 9.7％

平成29年 8,931人 37.7％（3,365人） 21.2％ 29.9％ 11.2％

平成30年 9,251人 41.4％（3,827人） 16.3％ 16.5％ 25.9％

ランクⅠ：知識及び技能を有するもの（合格）

ランクⅡ：知識及び技能が不足しているもの（不合格）

ランクⅢ：知識及び技能が著しく不足しているもの（不合格）

ランクⅣ：設計条件・要求図面等に対する重大な不合格に該当するもの（不合格）

受験者10,000人を想定 表１よりランク別の％を設定

年度 受験者数
不合格

２、３回目受験者
（約4,000人）

ランクⅠ（約40％）合格
（約4,000人）

ランクⅡ（約30％）不合格

初受験者
（約4,000人） ランクⅢ（約20％）不合格

ランクⅣ（約10％）不合格

図１　受験者１万人とした製図合格の推定イメージ図

注） 図１は、研究会による受験者１万人とした場合の推定イメージ図ですので、参考として見て下さい。

合格者

（約2,000人）

合格者

（約2,000人）



　１章　５科目の過去問20年の項目別一覧表

　２章　５科目全問題のポイント一覧表

　３章　Ⅲ法規の過去問20年の出題法文一覧表

　４章　５科目の過去問20年の出題問題一覧表

　５章　法規特化型講座（H31法令集マーカーお手伝い等）

　６章　用語解説（適宜追加）

　７章　項目別講座（H21～最新年度）

　８章　年度別の問題と解答（H21～最新年度）

　９章　スマホ対応「１問１答」（2019年からの新講座）

会員講座：１級建築士（学科会員講座）

図４ 学科会員講座の概要 

用語 面積高さ 建築手続 一般構造 防火 避難 内装 設備

構造強度

道路

用途制限

容積率

高さ 制限

防火地域

（ 別法１）

建築協定

建築士法

都市計画

消防法

高齢者

耐震改修

建設業法

品確法

他関連法

法令集 Ｂ５版
（ 発行㈱総合資格「平成27年版 建築関係法令集 法令編」 を採用）

１つの縦ラインは１項目として、

時計回りに出題項目の順番で

インデックスを貼っていきます。

ここは、「用語」の欄とします。

建基法 建基法令 他関連法

建設業法 契約内容 令　目次

品確法 令　目次 瑕疵担保

都市計画 地域地区 開発行為

耐震改修 計画認定 特定建物

消防法 令　目次 別表１

高齢者 計画認定 令　目次

市町条例 建築協定 地区計画

建築士法 懲　戒 規則目次

容積率 建ぺい 率 高さ制限

防火地域 別表１

道　路 仮設緩和 前面道路

用途制限 令　用途

換　気 排　煙 設　備

構造強度 構造部材 積載荷重

直通階段 排　煙 避難安全

避難階段 内　装

採光換気 令　換気 階　段

耐火特殊 耐火性能 防火区画

容積率 面積高さ 高さ制限

確認申請 仮設緩和 類似用途

法令集インデックス一覧表

貼る 位置（上） 貼る 位置（中） 貼る 位置（下）

用　語 令　用語 特殊建築

建
築

協
定

地

区
計

画

タ ッ ク イ ンデッ ク ス（上 ）

タ ッ ク イ ンデッ ク ス（中 ）

タ ッ ク イ ンデッ ク ス（下 ）

市
町

条
例

建

築
協

定

５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

４０ｍｍ

１７ｍｍ
法令集の断面図

法令集

５ ５ ５ｍｍ

（上）

（中）

（下）

貼る

貼る

貼る

１５ｍｍ
タックインデックスの寸法

５ｍｍ

図１ タックインデックスの貼り方（出題項目順に時計回りに貼る） 図２ タックインデックスの作り方（上から見れる３段差）

写真１ タックインデックスの貼り方の例

出題項目順

※下表のパターンで５科目全項目あり

５．防火＇1（　【Ⅱ環境・設備：過去問20年の類似項目別による出題問題一覧表】

平成13年度　問題７ 平成18年度　問題８ 平成21年度　問題５ 平成22年度　問題５ 平成23年度　問題５

建築物の防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 防災計画に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか｡

1 多数の人が廊下を同一方向に、同時に避難するときの群集歩行速度は、約1.0m/ｓである。 1
多数の人が廊下を同一方向に、同時に避難するときの群集歩行速度は、一般に、約1.0m/s

として計画する。
1

火災室から廊下や隣室へ流出した煙の水平方向の流動速度は、一般に、0.5～1.0m/ｓであ

る。
1

火災階から竪穴区画に侵入した煙は、直上階から順次充満し、最上階への煙の侵入は遅れ

る傾向にある。
1 木材を加熱した場合、約260℃に達すると引火し、約450℃に達すると自然に発火する。

2
階避難安全検証法は、火災が発生した場合に、建築物の階からの避難が安全に行われるこ

とを検証する方法である。
2 等価可燃物量は、可燃物発熱量が等価な木材の重量に換算した可燃牝量のことである。 2

火災時に廊下において形成される上方の煙と下方の比較的清浄な空気とからなる二層流

は、煙の温度が低いほど安定する。
2

横長の窓は、縦長の窓に比べて噴出する火炎が外壁から離れにく く 、上階への延焼の危

険性が高い。
2

平成22年版消防白書によれば、住宅(一般住宅、共同住宅、併用住宅)で発生した火災による

死者数は、建物火災による死者数の９割程度を占める。

3
縦長の窓に比べて横長の窓のほう が、噴出する火炎が外壁から離れやすく 、上階への延

焼の危険性が低い。
3

耐火建築物の場合、火災の初期段階における煙層の降下の速さは、火源の面積よりも 火源

の発熱量の影響を受ける。
3

住宅用防災警報器の感知器を天井面に取り付ける位置は、一般に、天井の中央付近とす

る。
3 廊下から避難階段への出入口の幅は、その階の避難人口や階段幅等を考慮して決定する。 3 火災室から階段室に流入した熱を伴う 煙は、３～５ｍ/ｓ程度の速さで上昇する。

4 廊下から避難階段への出入口の幅は、その階の避難人口も 考慮して決める。 4 非常用エレベーターは、災害時における消防活動等を目的として設けるも のである。 4 空気中の一酸化炭素濃度が１％を超えると、人は数分間で死に至る。 4
避難経路の計画においては、｢日常使用する動線を使って逃げよう とする｣、｢明るい方向や

開けた方向へ向かう ｣等の避難行動特性を利用した計画とすることが望ま しい。
4

避難予測計算に用いる避難時の群衆の水平方向における歩行速度は、ー般に､1.5m/ｓを

用いる。

5
火災時等において、避難上支障がないよう にするため、用途や区画等の状況に応じた排煙

設備の設置、直通階段に至る歩行距離、避難階段の構造等に関する規定が定められてい

る。

5
住宅用火災警報器の感知器を天井面に取り付ける位置は、一般に、天井の中央部分とす

る。

解答　＇正解肢３（ 解答　＇正解肢３（ 解答　＇正解肢２（ 解答　＇正解肢１（ 解答　＇正解肢４（

1
○

1
○

1
○

1
×

火災階から竪穴区画に侵入した煙は、一斉に最上階ま で煙が侵入する傾向にある。
1

○

2
○

2
○

2
×

火災時の廊下における煙と空気との二層流は、煙の温度が低いほど、混合しやすいので不

安定になる。

2
○

2
○

3
×

横長の窓に比べて縦長の窓のほう が、噴出する火炎が外壁から離れやすく 、上階への延

焼の危険性が低い＇設問は逆である（。

3
×

耐火建築物の場合、火災の初期段階における煙層の降下の速さは、火源の発熱量よりも 火

源の面積の影響を受ける＇設問は逆である（。

3
○

3
○

3
○

4
○

4
○

4
○

4
○

4
×

避難予測計算に用いる避難時の群衆の水平方向における歩行速度は、1.5ｍ/ｓではなく 、

0.5～1.0ｍ/ｓを用いる。

5
○

5
○

平成24年度　問題５ 平成25年度　問題５ 平成26年度　問題５ 平成27年度　問題５ 平成28年度　問題５

建築物の防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。 建築物における防火・防災に関する次の記述のう ち、最も 不適当なも のはどれか。

1
高層建築物の上階への延焼防止のためには、スパンドレルを十分に確保する必要があり、

ファサードデザインに応じてバルコニーや庇等により対応する方法がある。
1

建築物の用途が異なる部分に設けられる区画については、原則として、発生した火災をその

用途部分に留めるために防火区画とする。
1

天井、･壁等の内装材料を不燃化することは、火災時にフラッシュオーバーに至るま での時

間を長く するための対策として有効である。
1 人は、空気中の一酸化炭素濃度が１％を超えると、数分間で死に至る。 1

水平避難方式は、一つの階を複数のゾーン(防火区画や防煙区画)に区画し、火災の発生

時に、火災の発生していないゾーンに水平に移動することによって安全を確保する方法で

ある。

2
水平避難方式は、一つの階を複数のゾーン(防火区画や防煙区画)に区画し、火災の発生し

ていないゾーンに水平に移動することによって安全を確保する方法であり、高齢者や幼児

が利用する施設において有効である。

2
中央部に光庭となるボイド空間を設けた超高層集合住宅において、ポイド空間を取り囲む開

放廊下を避難経路とする場合には、煙の拡散を防ぐために下層部分からボイド空間への給

気を抑制する必要がある。

2
避難時に利用する階段室への出入口の幅は、一般に、流動係数を考慮し、階段の有効幅よ

りも 狭く 計画する。
2 病院の手術室、ＩＣＵ、未熟児室等は、寵城区画として防火計画をすることが望ま しい。 2

火災室で発生した熱を伴った煙は、階段室に流人すると、一般に、３～５ ｍ/ｓ 程度の速さで

上昇する。

3
耐火建築物において、火災の初期段階における煙層の降下の速さは、火源の発熱量よりも

火源の広がり面積に大きく 支配される。
3 等価可燃物量は、可燃物発熱量が等価な木材の重量に換算した量のことである。 3

大断面集成材を用いた木造建築物において、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊

するおそれのない構造とするためには、主要構造部の柱及び梁に適切な燃え代を見込んだ

燃え代設計が有効である。

3
超高層建築物においては、設備シャフトや吹抜け等の屋内の延焼経路や、開口部を介した

屋外の延焼経路を遮断する計画を行う ことが重要である。
3

中央部に光庭となるボイド空間を設けた超高層集合住宅において、ボイド空間を取り囲む開

放廊下を避難経路とする場合、煙の拡散を防ぐために下層部分からボイド空間への給気を

抑制する必要がある。

4
室内の可燃物量が同じ場合、一般に、外気が流入する開口面積が大きいほど火盛り期の火

災継続時間が長く なる。
4

吹抜けに面する通路において、吹抜けを経由した延焼の拡大や煙汚染を防止するための防

火シャッターは、手摺の通路側ではなく 吹抜け側に設けることが望ま しい。
4

縦長の窓は、横長の窓に比べて、噴出する火炎が外壁から離れにく いため、上階への延焼

の危険性が高い。
4 火災室から廊下や隣室へ流出する煙の水平方向の流動速度は、２～３ ｍ/ｓである。 4 等価可燃物量は、可燃物発熱量が等価な木材の重量に換算した量である。

解答　＇正解肢４（ 解答　＇正解肢２（ 解答　＇正解肢４（ 解答　＇正解肢４（ 解答　＇正解肢（３

1
○

1
○

1
○

1
○

1
○

2
○

2
×

ボイド空間のある超高層集合住宅は、ボイド空間を取り囲む開放廊下を避難経路とする場

合、下層部分に給気口を設けてボイド内の煙を希釈する。

2
○

2
○

2
○

3
○

3
○

3
○

3
○

3
×

超高層集合住宅のボイド空間では、煙を希釈するため、下層部分からボイド空間への給気

を促進する。

4
×

室内の可燃物量が同じ場合、外気が流入する開口面積が大きいほど、一気に燃えるので火

盛り期の火災継続時間が短く なる。

4
○

4
×

縦長の窓より、横長の窓の方が、噴出する火炎が外壁から離れにく いため、上階への延焼

の危険性が高い＇設問は逆である（。

4
×

煙の水平方向の流動速度は、0.5～１ｍ/ｓである＇設問の３～４ｍ/ｓは垂直方向の流動速度

である（。

4
○

注（類似の選択肢問題は、10色＇黄色、緑色、紫色、水色、オレンジ色、薄い黄色、薄い緑色、薄い紫色、薄い水色、薄いオレンジ色（にて分類している。出題問題の図は、手書きとしている。

問題番号

出題年度

選択肢番号

正解肢番号

正解肢の解説

項目

類似問題は同じ色で分けている。

（H28は全問が類似問題であった。）



　１章　課題読み解説（応用編）

　２章　図面の書き方（３時間スピード作図法）

　３章　図面の書き方（減点されない図面表記）

　４章　センター標準解答図（H21～最新年度）

　５章　過去問の項目別分析（H21～最新年度）

　６章　記述の詳細解説

　７章　要求室の床面積一覧表（H21～最新年度）

　８章　予測課題の解説（H28～H30の３年連続80％以上的中）

　９章　製図試験の採点基準（研究会の独自推定）

会員講座：１級建築士（製図会員講座）

図５ 製図会員講座の概要 

Ｈ２１＇貸事務所ビル（ Ｈ２２＇小都市に建つ美術館（ Ｈ２３＇介護老人保健施設（ Ｈ２４＇地域図書館（ Ｈ２５＇大学のセミナーハウス（ Ｈ２６＇温浴施設のある道の駅（ Ｈ２７＇市街地に建つディサービス付き高齢者向け集合住宅（

＇1（建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～④の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇1（建築計画について、次の①～④の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

①建築物の外部動線及び内部動線について、配慮したこと
①建築物のアプローチ計画について、その位置とした理由及び動線

計画において工夫したこと

①駐車場及び車寄せの計画について、その位置とした理由及び動線

計画において工夫したこと

①一般開架スペース、サービスカウンター、小ホール及びカフェにつ

いて、その位置とした理由及び動線計画において工夫したこと

①研修部門の各室について、その位置とした理由及び動線計画にお

いて工夫したこと
①ゾーニング計画について、工夫したこと

①居住者・利用者・スタッフ等のアプローチ及び駐車場、車寄せ等の

配置について考慮したこと

②オープンスペース及び東側・南側住宅地について、配慮したこと
②常設展示室及び市民ギャラリーの計画について、その配置とした理

由及び動線計画において工夫したこと

②レクリエーションルームの計画について、その位置とした理由及び動

線計画において工夫したこと
②バリアフリーについて工夫したこと ②エントランスホールの計画について工夫したこと

②休憩・情報スペース、レストラン及び浴室の計画について、その位置

とした理由及び動線計画において工夫したこと

②住宅部門のセキュリティ管理及び平面計画＇３階（について考慮した

こと

③貸事務室の計画＇収益性、快適性、フレキシビリティ等（について、配

慮したこと

③収蔵庫＇搬出入経路等を含む。（の計画について、その配置とした理

由及び動線計画において工夫したこと

③診療室Ａ及びＢの計画について、その位置とした理由及び動線計画

＇避難計画を含む。（において工夫したこと
③セキュリティについて工夫したこと ③勾配屋根の形状を生かした室内空間とするために工夫したこと ③勾配屋根の形状を活かした室内空間とするために工夫したこと

③ディサービス部門において、利用者・スタッフ等の動線及び要求室の

配置について考慮したこと

④屋外創作広場＇アトリエ、公園及び遊歩道との関係含む。（の計画に

ついて、その配置とした理由及び動線計画において工夫したこと

④エントランスホールの計画において、その位置とした理由及び吹抜

けを活かした空間構成について考慮したこと

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇2（構造計画について、基礎免震構造を採用するに当たって、次の

①～③の要点等を具体的に記述する。なお、要求図面では表せない

部分についても記述する。

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採

用した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割りとこれらを採

用した理由

①建築物に採用した構造種別、架構形式及びスパン割とこれらを採用

した理由
①構造上の特徴及び構造計画上特に配慮したこと ①建築物に設定した目標耐震性能＇地震力の程度と建築物の状態（

②耐震計画について、配慮したこと ②市民ギャラリーを無柱空間とする構造計画について、工夫したこと ②スラブ及び小梁の架け方について、工夫したこと ②小ホールの構造計画について、工夫したこと ②勾配屋根の構造計画について、配慮したこと ②勾配屋根の架構計画について、その特徴及び特に配慮したこと

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、上部構造の構

造種別、架構形式、スパン割り及び主要な部材の断面寸法について

考慮したこと

＇3（設備計画について、次の①～④の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

②建築物に設定した目標耐震性能を達成するために、免震層＇免震材料の

種類と配置の考え方、外周部のクリアランス、エキスパンションジョイント等（に

ついて考慮したこと

①建築物に採用した空調方式と採用した理由
①常設展示室、エントランスホール及び研修室に採用した空調方式と

採用した理由＇下表の空調方式から選択し、その記号を記入する。（

①空調設備、給排水衛生設備及び電気設備における光熱費の削減の

ための「設備方式・手法」及び「その具体的な削減効果」について四つ

記述すること

①吹抜け部分における冬期の空調設備計画において、快適な温熱環

境を提供する観点から注意すべき点及びその対応策＇空調の吹出口

の位置・形式、吸込口の設置等（

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

＇3（設備計画について、次の①及び②の要点等を具体的に記

述する。なお、要求図面では表せない部分についても記述す

る。

＇3（設備計画について、次の①～③の要点等を具体的に記述

する。なお、要求図面では表せない部分についても記述する。

②設備スペース及び設備シャフトの配置計画について、配慮したこと

②収蔵庫に必要な環境条件を満たすための建築的手法＇構造、内装

等（及び設備的手法＇採用した空調方式と採用した理由等（につい

て、工夫したこと

②「受水槽及び給水ポンプ」及び「受変電設備」について、その設置場

所を記入し、維持管理又は機器からの騒音・振動防止の観点から工夫

したこと

②一般開架スペースにおける自然採光及び日射遮蔽について工夫し

たこと

①アトリエにおいて、採用した空調方式、空調機の設置位置及び良好

な室内環境とするための吹出口・吸込口の計画について工夫すること

①浴室の給湯設備において、採用した熱源方式と採用した理由及び

熱源機器の設置場所について配慮したこと

①レストランの厨房の排気計画において、排気ファンの設置位置、その

位置とした理由及び排気ダクトのルートの考え方について考慮したこと

③貸事務室の照明計画＇照度、配置等（について、配慮したこと ③常設展示室の照明計画について、工夫したこと

③地震等の災害に対する設備計画について、「設備の損傷防止」、

「停電」及び「断水」のうちから二つ選択し、対応策を記述すること＇停

電や断水は３日程度を想定する。（

③小ホールの空調機械室の位置と給気・還気ダクトのルート＇ダクトス

ペース（について工夫したこと

②建築物の省エネルギーにおいて、自然採光の促進、日射遮蔽及び

空調エネルギーの削減について工夫したこと

②「浴槽ろ過機」、「非常用発電機」及び「地域特産品売場の空調機」

について、その設置場所を記入し、維持管理及び機器の更新について

配慮したこと

②住宅部門の排水管の計画において、建築物の断面計画及びパイプ

シャフトの配置計画について考慮したこと

④排煙計画について、配慮したこと
③受変電設備、空調室外機及び浴室用の給湯・ろ過設備の設置位置

について工夫したこと

③計画した免震構造の建築物において、大地震等の自然災害が発生した際

に、当該建築物の機能が維持され、居住者が一定の期間継続して生活できる

ように、給排水衛生設備、電気設備等について考慮したこと

＇4（建築物の環境負荷低減＇熱負荷の抑制、省エネルギー等（

について、配慮したことを具体的に記述する。

＇4（建築物の特徴＇勾配屋根、吹抜け等（に対応した環境負荷

低減について、配慮したことを具体的に記述する。なお、断面図

等において補足してもよい。

表１　センター試験問題の年度別記述課題＇Ｈ２１～Ｈ２７（

答案用紙Ⅰ（Ａ２） 図面 ⇒６割（図面50点＋図面印象10点＝60点を想定）

建築計画

（３～４問）

構造計画

（２～３問）

設備計画

（３～４問）

２階平面図

（縮尺1/200）

１階平面図兼配置図

（縮尺1/200）

梁伏図又は基準階平面図

（縮尺1/200）

断面図

（縮尺1/200）

面積表・構造部材表

図面（採点６割）

環境負荷低減

（３年に１度で１問）

答案用紙Ⅱ（Ａ３） 記述 ⇒４割（記述40点を想定）

記述（採点４割）



３．その他の講座 
 
＇1（自宅が資格学校 
2018年から「自宅が資格学校」になるように学科は模擬試験、製図は添削返却を開始した。 
・学科講座は、自宅で難易度別の模擬試験ができて、各自が分析表に入力することで現在の実力を把握できる。 
・製図講座は、会員が書いた予測課題の図面を添削採点して返却する＇間違った内容やランク評価も分かる（。 
 ⇒添削採点は、２時間程度かけて詳細に採点、赤入れ、ランク評価をするので、３千円/回での対応となっている。 
 
＇2（メール質疑応答 
・過去問等のＨＰ掲載資料への会員個人からの質疑応答は、基本的に対応していない＇掲載ミス等の指摘は適宜対応中（。 
・製図試験の約２週間前から製図に関する会員からの質疑応答は、H29から対応している＇質疑応答は会員へ一般公表（。 
・学習の仕方などの会員からのメールについては、適宜対応している。 
 ⇒今年、質疑のあった対応内容の「学科Ⅰの足切対策」と「課題公表までの製図学習」について、以下に紹介する。 
 
① 学科Ⅰの足切対策 
【質問メール】 
昨年研究会のご指導通り勉強したら法規24点＇Ｓ資格学校へ通学時最高22点（でした。ただ、計画が10点の足切りになり不合
格でした。Ｓ資格学校からは計画は上位者と下位者との差がほとんど無い難しい科目と言われました。特に作品は最近多くの
出題があり、得点できません。14点以上とる秘訣はありますでしょうか？ 
【回答メール】 
**様  お世話になります。計画Ⅰで６問出る作品を捨てるのは危険です。 
過去問の作品を見比べると、新しい作品もありますが、過去の類似作品も多く出題されています。 
従って、作品対策としては、過去問をしっかり学習します。⇒項目別一覧表とポイント箇条書きの作品項目の学習 
新規作品は捨てても良い、捨てた方が効率アップします＇あくまで新規作品だけです（。 
次の方法として、作品は、最大６問なので、残り14点をほぼ満点取るように学習します。 
ここは、項目別一覧表を見ながら、作品以外をしっかりと一点ずつ取れるように学習して下さい。この作品以外で11点取れるよ
うにすることが基本です＇計画Ⅰの足切り＆作品対策（。なお、ポイント箇条書きも点数アップの有力学習となります。 
あと、トップの「30分サイクル学習法」を見て下さい。全ての学習の仕方に役立ちます。⇒今日から実施しても良いです。 
長い連休で、集中して記憶に残す＇高得点へ連動（には有力です。この30分サイクル学習法には、学習の仕方以外に、例えば、
試験終了までＴＶを見ない＇操作具隠す（などもあります。学科試験⇒製図試験終了までは、全てをかけて試験だけに集中して
下さい。 
 
② 課題公表までの製図学習 
【質問メール】 
今年、製図試験のカド番です。現在、過去問のエスキスを毎日書いてますが、なかなかうまく行きません。課題公表＇７月末（ま
で、まだ時間がありますが、この時期に何を学習したら良いかご教授お願いします。 
【回答メール】 
**様  お世話になります。７月の課題公表まで何を重点的に学習したら良いかについて、列記します。 
＇1（一番重点的に学習したいのは「計画の要点等」の記述です。 
可能なら下書き＇ワードも含む（を一切しないで、問題を見て直に記述できるまでになりたいです。研究会は、記述部分40点と
想定してます。これを満点近くにすることと、記述の書く時間を通常１時間かかるところを40分程度まで短縮したいです。そうす
ると、20分ぐらい作図時間が増えます。問題で「Ａ、Ｂ、Ｃ」と３点書くような問題なら、第一に「箇条書きの「・、・、・」と３つの点を
書いて、それぞれを理由を付けて書き上げます。もし、図を書いても良いとの追記があれば、その図も３つ書きます。・・・これは
40点満点を目指すためです。 
さらに、記述では、設備系や環境系の問題がよく出題されます。従って、この記述の文章と、設備の内容の作図との連動や、環
境＇トップライトや吹き抜け等（についての文章と、その内容＇図面との連動（を整理すると良いです。課題発表まで、まだ３か月
ありますので、今の内に、この点を学習すると他の人と差が付きます＇設備と環境は課題が異なっても多くの共通点があります（。 
＇2（過去問のエスキスは、それなりに書く程度で良いと思います。 
エスキスは課題により大きく異なります。従って、７月の課題が出てからでも遅くありません。上記の記述をしっかりと学習するこ
とにより、８月からのエスキス、作図プラン等に全力をかけれるようにすることの方が、利点が多いです。 
＇3（過去問と標準解答図との比較学習は、重要です。 
こちらには、多くの時間をかけて学習した方が良いです。どのような課題文でどのように書くのが正解か、答えが標準解答図に
あるので、そこは知識として入れておくと良いです。課題が異なっても利用できる点は多々あります＇動線、眺望、吹抜け、各図
の書き方等（。可能なら課題試験元の考え方、どこを重点としているか、その課題文と図面との関係、つまり試験元の意図が把
握できるようにすることです。 
 


