
建築資格研究会（A4資料）：2020.6.22

　

　↑R2製図受験では、この対策が最優先

１級製図のR2合格法（R1から審査が厳しく従来学習なら不合格）

１．今まで通りの製図学習なら不合格

R1から明らかに審査基準が厳しくなった。

表１の通り従来ランクⅣは約10％であった。H30は、建蔽率が厳しくランクⅣの比率が高かったが、R1の予測課題では、当研

究会もＳ社、Ｎ社も十分注意を促し、建蔽率60％の予測課題も示した。しかし、R1のランクⅣは約30％であり、更にランクⅢは

約31％であった。また、R1には、初めてセンターから「受験者の答案の解答状況」が公表され、ランクⅢとランクⅣの具体的な

内容が示された（表１の黄色枠内、非常に厳しい審査内容である）。研究会ではR1受験者（会員）への聞取調査を実施した。

その結果、図面及び記述は十分合格と思われるが、重複距離1/2を超えた方、１階吹抜けに防火区画を計画しなかった方、

PS等の計画が明らかに不十分な方などは不合格であった。

研究会としては、R1から明らかに審査基準が厳しくなったと判断し、この傾向はR2以降も続くと想定する。従来通りの予測課

題を多く書きまくる学習法では、R2以降は合格できないと考えられる。つまり、研究会としては予測３課題を主力提供しての学

習法（Ｓ社・Ｎ社は毎週多くの課題を書きまくる学習法）、これでは合格できないと判断する。誤解しないで頂きたいのは、この

予測課題を主とした学習法を否定していることではない。その学習法は合格への主力学習法であるが、それを主とした従来通

りの学習法では、R2以降に合格できないという点である。更に具体的に言うと、研究会は、短期間に効率よく学習して合格す

るための８割以上的中する予測３課題を提供しているが、それでもR2以降に合格できないと考えている。つまり、第一に学習

すべき点は、R1に公表された「合格基準等」への対策であり、この指摘事項を精査して、この内容を回避（ランクⅢとⅣの約

60％「一発不合格」に入らないように）する学習が、R2受験対策として最優先に学ぶべき必須事項と言える。これを踏まえたう

えで、予測課題を主体とした従来の学習へ入るべきである。

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％

令和元年 10,151人 35.2％（3,571人） 4.3％ 30.8％ 29.7％

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）

R1から審査が厳しくなったと推定

令和元年から審査が厳しくなったと推定
（以下は令和元年に公表されたランクⅢ及びⅣの該当事項）

センターから公表された「受験者の答案の解答状況」
ランクⅢ及びランクⅣに該当するものが多く、具体的には以下のようなものを挙げること
ができる。
・設計条件に関する基礎的な不適合：「要求されている室の欠落」や「要求
　されている主要な室等の床面積の不適合」
・法令への重大な不適合：「延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）と
　防火設備の設置」、「防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）」や
　「直通階段に至る重複区間の長さ」等
・そのほか建築計画に基礎的な問題があるもの：「吹抜けの計画（吹抜けと
　なっていないもの）」等

表１よりランク別の％を設定

２、３回目受験者
（約4,000人）

ランクⅠ（約35％）合格
（約4,000人）

初受験者
（約4,000人）

ランクⅣ（約30％）不合格

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。

ランクⅡ（約5％）不合格

ランクⅢ（約30％）不合格

図２　受験者１万人での製図合格イメージ図（R1以降）

受験者10,000人を想定

受験者10,000人を想定 表１よりランク別の％を設定

図１　受験者１万人での製図合格イメージ図（H29以前）

ランクⅣ（約10％）不合格

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

合格者

（約2,000人）

合格者

（約2,000人）

合格者

（約2,000人）

合格者

（約2,000人）

約60％の
対象内容



２．合格基準等の分析 （R1の内容と過去の内容を見比べる）

センターから公表された「合格基準等」を過去５年間で分析する。

H27、H28、H29、H30、R1（10/13、12/8）の合格基準等を以下に示す。

この合格基準等は、大きく「採点のポイント」と「採点結果の区分（成績）」の２つに分かれる。この「採点のポイント」は、毎年同

じ５項目であるが、微妙に変化している（３章で詳細解説する）。また、「採点結果の区分（成績）」は、R1から初めて「受験者の

答案の解答状況」として、ランクⅢとランクⅣに該当する内容が示された（４章で詳細解説する）。

H27 合格基準等 H28 合格基準等 H29 合格基準等

H30 合格基準等 R1（10/13） 合格基準等 R1（12/8） 合格基準等

受験者の答案の解答状況受験者の答案の解答状況

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



３．採点のポイントの分析

採点のポイントは、以下の５項目であり、それぞれについて、５年間の変化を含め分析する。

（1） 空間構成

（2） 意匠・建築計画

（3） 構造計画

（4） 設備計画

（5） 設計条件・要求図面等に対する重大な不適合

（1） 空間構成
H27～R1まで、全て同じ内容で、出題されるのは、下記４点である。

①建築物の配置計画、②ゾーニング・動線計画、③要求室等の計画、④建築物の立体構成等

（2） 意匠・建築計画
H27、H28までは、①要求室の機能性・快適性等、②図面・計画の要点等の表現・伝達の２点であった。

H29、H30は、上記①と②に加え、③建築物のパッシブデザインの計画が追加された。

R1は、この③の表現が（③が無くなり）、④自然光の取入れ方の工夫、⑤日射負荷の抑制となった。

R1に書かれている内容は、従来、課題の「4.課題の計画に当たっての留意事項」で示されていた。

このR1の4.では、より具体的な「日射負荷抑制が必要な室のガラスは、Low-Eガラスを使用する。」となった。

⇒研究会では、この自然採光の利用等について、毎年の予測課題の解説の中で提示している。

（3） 構造計画
H27～R1まで毎年出題されるのが、「構造種別、架構形式、スパン割り」であり、その年度により、若干

「部材の断面寸法等」、「大スパン架構における」、「耐震性・経済性を考慮して」等が追記されている。

その他は、年度で異なり、「目標耐震性能」、「免震」、「天井落下防止」、「地盤条件」、「振動・騒音」、

「温水プールの構造」、「多目的ホールの構造」、「屋上庭園の構造」などが加わっている。

⇒研究会では、毎年の課題に関連する構造計画を別途解説している。

（4） 設備計画
設備計画は、毎年異なる内容であり、かなり予測し難い。一例としては、下記がある。

「排気計画」、「排水計画」、「災害対策」、「自然エネ省エネ」、「自然採光・自然換気」、「ダクト計画」、

「PS計画」、「多目的ホールの設備計画」などである。

⇒研究会では、その年度の「計画の要点等」において、図を提示して上記内容等を解説している。

（5） 設計条件・要求図面等に対する重大な不適合
H27～R1まで、下記の通りほぼ定型文であるが、その中で特に「要求室・施設等」が厳しくなっている。

① 未完成の内容（図面、計画の要点等、面積表のどれかが未完成） ・・・毎年同じ内容

② 階数の間違い（**階でないもの） ・・・毎年同じ内容

③ 図面相互の重大な不整合（上下階の不整合、階段の欠落等） ・・・毎年同じ内容

④ 建築面積の間違い（**㎡を超えているもの） ・・・毎年同じ内容

⑤ 床面積の合計の間違い（**㎡以上、**㎡以下でないもの） ・・・毎年同じ内容

⑥ 要求室・施設等のいずれかが計画されていないもの ・・・下記に示す通り厳しくなっている

⑦ 法令の重大な不適合等、その他設計条件を著しく逸脱しているもの ・・・毎年同じ内容

「⑥ 要求室・施設等のいずれかが計画されていないもの」の年度別の変化
H27：一般要求室のほか、「ディサービスの多機能トイレ」あり

H28：一般要求室のほか、「前述以外の便所」あり

H29：一般要求室のほか、「多機能トイレ」、「便所」が明文化された

H30：H29と同じ内容である

R1：H30に加えて、「PS・DS・EPS」が追加された

H27～H30までは、一般要求室のほか、多機能トイレと便所の記載で変化が見られた。R1は、設備計画である「PS・DS・EPS」

が追加され、R1受験者（研究会会員）で全体計画は良く出来ているのに、明らかに設備計画（２階、３階のPSが下階で全く無

い方、またはEPSを書き忘れた方）２名が不合格であった（設備計画が不十分な図面はランクⅠへ入れないと推定）。

⇒研究会の添削では、この「PS・DS・EPS」の指摘は細かく指摘解答している。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



H29

H30

R1（10/13）

R1（12/8）

４．採点結果の区分（成績）の分析

合格基準等における「採点結果の区分（成績）」は、H30以前、知識及び技能に関するランクⅠ（有する）、Ⅱ（不足）、Ⅲ（著し

く不足）、Ⅳ（重大な不適合）と、採点結果（各割合）が示されるだけであった。R1では、この中で初めて「受験者の答案の解答

状況」として、「ランクⅢ及びランクⅣに該当するものが多く、具体的には以下のようなものを挙げることができる。」と公表され

た。更に、そのランクⅢ・Ⅳの該当者は合計約60％を占め、非常に厳しい審査内容である（研究会はR1から審査方法が厳しく

なったと判断）。従って、この内容を詳細に分析することが、R2合格上最も重要なことと言える。この詳細検討では、センターか

ら公表された「R1標準解答例」が参考となり、この解答図の分析を踏まえて解説する（R1は、台風の影響で10/13と12/8の２回

あり、標準解答図は各２例ずつの４図面がある）。

R1に提示された「受験者の答案の解答状況」は、以下３点であり、それぞれ詳細に比較検討する。

（1） 設計条件に関する基礎的な不適合
「要求されている室の欠落」や「要求されている主要な室等の床面積の不適合」

（2） 法令への重大な不適合
「延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）と防火設備の設置」、「防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）」

や「直通階段に至る重複区間の長さ」等

（3） そのほか建築計画に基礎的な問題があるもの
「吹抜けの計画（吹抜けとなっていないもの）」等

（1） 「設計条件に関する基礎的な不適合」の分析
ここの指摘は、「要求されている室の欠落」や「要求されている主要な室等の床面積の不適合」の２点ある。

① 要求されている室の欠落
従来からあるランクⅣの判断基準である。ただし、その詳細は厳しくなっている。

近年、要求室等には、「多機能トイレ」、「便所」が含まれるようになってきた（各階に多機能トイレがないと不合格）。R1は、更に

「PS・DS・EPS」が追加された（下記参照）。実際、会員でR1作図にEPSを書き忘れランクⅣ評価を受けている。また、全体的な

図面完成度は高いが、設備計画（PS・DS・EPS）が明らかに不足（２階、３階のPSが１階で繋がらない、１階にPS無し）もランクⅢ

評価であった。R1からこの項目が追加された背景には、「１級建築士は設備計画も必要」というセンターの意図があると推測す

る（PS・DS・EPSが計画できない方は１級建築士の資格が無いとのセンター意図と推定）。

それでは、「PS」「DS」「EPS」での注意点はどのように判断したらよいかとなるが、その点は、R1標準解答図を示してその中で補

足説明するので、参考にして頂きたい。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（10/13）標準解答図①のPS・DS・EPS 　※PSを青マーカー、DSを黄緑マーカー、EPSを赤マーカーで示す。

R1（10/13）標準解答図②のPS・DS・EPS 　※PSを青マーカー、DSを黄緑マーカー、EPSを赤マーカーで示す。

PS・DS・EPSの分析

R1（10/13、12/8）の標準解答図①②を下記に示す（PS：青マーカー、DS：黄緑マーカー、EPS：赤マーカー）。

PSは、可能な限り各階同位置での配置が望ましく、若干の階ごとの位置ずれは可である。この位置ずれとは、１階２階または２
階３階は同じ場所として、排水管の曲がりを１回で計画する（次頁解説参照）。研究会のPS計画は、基本各階同一場所、それ
ができない場合は１曲がり排水管となる１ヶ所のみのPSずれ、２スパン以内の横引き配管計画を指導しているが、概ねその内
容で合格図面になると推定できる。なお、会員で、２階、３階のPSが明らかに１階で無い（繋がらない）計画の方がランクⅢで
あった。

DSは、全て機械室の上階にあり、その上階も同じ位置である。この点は研究会も指導してきたが、DS寸法を2ｍ×2ｍでの指
導（ダクトの扁平形状による空気抵抗増加防止）としていたが、この点は、10/13標準解答図①の通り、1.5ｍ×1ｍで示されて
いるので、このサイズも減点対象にならない。なお、12/8標準解答図①にはDSが無いが、それは最上階（３階）に多目的ホー
ルがあり、３階機械室の上部がDSである（図面表記はDS無し）。

EPSは、全ての階で同一場所への計画となっている。その点は研究会も同様に指導し、特にEPSは階段又はEV隣での計画を
推奨しているが、解答図も類似している。なお、会員の方で、EPSを書き忘れた方がランクⅣであったので、書き忘れは、「要求
されている室の欠落」に該当するものと推定する。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（12/8）標準解答図①のPS・DS・EPS 　※PSを青マーカー、DSを黄緑マーカー、EPSを赤マーカーで示す。

R1（12/8）標準解答図②のPS・DS・EPS 　※PSを青マーカー、DSを黄緑マーカー、EPSを赤マーカーで示す。

【補足説明】PS配置　⇒PSは同一場所がベスト、位置ズレでも１ヶ所のみ（排水管を１曲がりまでとする）

機械室の上部DS

１階

２階

３階

屋上

設備ピット

凡例

： 排水管

： 通気管

： ＰＳ

： 天井裏

排水 排水

排水管の

１曲がり

排水管の

曲がり無し

各階同じPS ２、３階同じPS

望ましいPS配置

１階

２階

３階

屋上

設備ピット 排水 排水

排水管の

２曲がり

各階違うPS

望ましくないPS配置

排水管の

２曲がり

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



H29要求室一覧表（約**㎡と適宜のみ出題） 　　H30要求室一覧表（約**㎡と適宜のみ出題）

R1（10/13）要求室一覧表（約**㎡、適宜、**㎡以上、**㎡） 　　R1（12/8）要求室一覧表（約**㎡、適宜、**㎡以上、**㎡）

② 要求されている主要な室等の床面積の不適合

「要求されている主要な室等」の「床面積」は、課題文の「要求室一覧表」に示されている。

従来、主に「約**㎡」、「適宜」の２種類（H29、H30参照）であったが、R1では、「約**㎡」、「適宜」、「**㎡以上」、「**㎡」と４種

類に増加している（R1参照）。ここで特に注意すべき点は、「**㎡以上」である。これだけとは言い切れないが、会員で、「**㎡

以上」に該当しなかった方が不合格であった。他方、過去に例のない（初出題）であった「**㎡」に違反した会員は、合格で

あった（初回なので今回は見逃した？R2試験は要注意）。

⇒研究会は、「**㎡以上」は必ず以上とし、「約**㎡」は指定㎡数の±10％以内を目安に、「適宜」は過去の要求室㎡数一覧

表を参考に妥当な㎡数でと指導している。

部門 床面積

・全ての客室は、名峰や湖の眺望を配慮する。

・洋室（定員2人）とし、ベッドを2台設ける。

・浴室、洗面所及び便所を設ける。

・バルコニーを設ける。

・間口は、心々4ｍ以上を確保する。

・車椅子使用者用客室とする。

・便所、浴室又はシャワー室を設ける。

・その他特記事項は、客室Ａと共通とする。

・和洋室（定員4人）とし、ベッドを2台設ける。

・和室（6畳）、ミニキッチン、洗面所、便所及び眺望に配慮した浴室を

　それぞれ設ける。

・バルコニーを設ける。

リネン室 ・客室を計画した階に設ける。 適　宜

・風除室を設ける。 適　宜

・受付カウンター、クロークを設ける。 適　宜

・執務スペース（6人分）を設ける。

・フロントに隣接させ、直接出入りができるようにする。

・図書コーナー、テーブル、ソファ、ドリンクコーナー等を設ける。 約100㎡

・名峰や湖の眺望に配慮する。

・テーブル、椅子（40席程度）、レジカウンター等を設ける。

・厨房、調理人の控室及び便所を設ける。

・地域の伝統工芸品や特産品等を販売する。

・陳列棚、レジカウンター等を設ける。

・地域の魅力の発見や活性化につながると考えられる既存の観光資源等

　を任意に想定し、その想定した観光資源等を活用した室の使い方を

　自由に提案する。

・使用目的や設い（内装、什器、設備機器等）の具体的な提案は、

　「Ⅱ.3.計画の要点等（3）」に従い記述する。

・宿泊者専用とする。

・男性用、女性用として、それぞれ下足箱、脱衣室（洗面コーナー・便所）、

　浴室（内風呂、露店風呂及びサウナ）を設ける。

・男女共用の休憩コーナー（20㎡程度）を設ける。

・宿泊者専用とする。

・トレーニングマシンのスペース（60㎡程度）及びストレッチ等が行える

　スペース（20㎡程度）を設ける。

・ドリンクコーナーを設ける。

・男性用及び女性用の更衣スペースを設ける。 適　宜

多機能トイレ ・車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適　宜

・外気を温湿度調整して居室に送風する。 適　宜

・地下1階に計画し、受変電設備及び非常用発電設備を設ける。

・設備機器の搬出入及び更新に配慮する。

・地下1階に計画し、熱源設備、水槽類、ろ過機、ポンプ等を設ける。

・設備機器の搬出入及び更新に配慮する。

・便所、従業員等の出入口、倉庫及びゴミ置場については、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する。

約35㎡
（計約70㎡）

客室Ｃ（計2室）
約70㎡

（計約140㎡）

設

備

ス

ペ
ー

ス

空調機械室

機械室 約140㎡

室　名 特　記　事　項

宿

泊

施

設

客室Ａ（計10室）
約35㎡

（計約350㎡）

客室Ｂ（計2室）

管

理

・

共

用

部

門

エントランスホール

トレーニングルーム 約100㎡

従業員休憩室

フロント

ラウンジ

適　宜事務室

レストラン

地域ブランドショップ

コンセプトルーム

大浴場

電気室

適　宜

約70㎡

計約260㎡

約50㎡

適　宜

部門 床面積

・健康増進のためのエクササイズ等を行う。

・プールは、長さ18ｍ、幅10ｍ、最深1.2ｍとする。

・自然採光を十分に確保する。

・足洗い場、採暖室及び監視員室を設ける。

・見学コーナーや廊下等から温水プール室内の様子を

　見ることができるように見学窓を設ける。

男性用 ・温水プール室の足洗い場を介して直接アクセスする。 約60㎡

女性用 ・ロッカー、洗面台、シャワー及び便所を設ける。 約60㎡

・天井高は５ｍ以上とする。

・室の辺長比は1.5以下とし、無柱空間とする。

・各種トレーニングマシンを設置する。 約120㎡

・ダンス、ヨガ等のプログラムを行い、壁の一面に鏡を設ける。 約100㎡

・壁の一面にボルダリング用ホールドを設ける。 約80㎡

男性用 ・温水プール室利用者以外の本建築物の利用者が使用する。 約40㎡

女性用 ・ロッカー、洗面台及びシャワーを設ける。 約40㎡

適宜

・男性用及び女性用の更衣スペースを設ける。

・休憩スペースを設ける。

・健康相談、身体測定や体力測定を行い、健康増進に

　関する情報も提供する。

・設計条件等を踏まえ、地域住民が健康増進や世代間

　交流等を図るために必要と思われる室を想定し、室数

　や室の使い方を自由に提案する。

・使用方法や設い（インテリア、什器、設備機器等）の

　具体的な提案は、「Ⅱ.３.計画の要点等（８）」に従い

　記述する。

・風除室を設ける。

・１階から３階までの吹抜けを設ける。

・施設利用券売機を設置する。

・客席から桜並木又は公園が眺められるようにする。

・テーブル、椅子（40席程度）、レジカウンター等を設ける。

・厨房、調理人の更衣室及び便所を設ける。

・本建築物の管理及び運営事務を行う。

・受付カウンターを設ける。

・執務スペース（４人分）を設ける。

・気分が悪くなった者等が一時的に利用する。

・ベッド（２台）を設ける。

・車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適宜

・各階に、男性用及び女性用を設ける。 適宜

・プール温水の、循環ろ過設備、加熱設備等を設ける。

・水槽、ポンプ等を設ける。

・多目的スポーツ室用に設ける。 適宜

・屋上に設け、面積は約40㎡とする（床面積には

　算入しない。）。

・受変電設備及び非常用発電設備を設ける。

・従業員等の通用口、倉庫及びゴミ置場については、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する。

－

適宜

救護室 適宜

多機能トイレ

便所

設
備

ス
ペ
ー

ス

機械室 約80㎡

空調機械室

電気設備スペース

健康相談室 約40㎡

コンセプトルーム 計約100㎡

管
理

・
共

用
部

門

エントランスホール 適宜

カフェ 適宜

事務室

ダンススタジオ

キッズ用プレイルーム

更衣室Ｂ

器具庫

インストラクター控室 適宜

室　名 特記事項

・本建築物のエントランスは、東・西・南・北側のいずれに設けてもよい。ただし、エントランスを

　北側又は西側に設けた場合には、その出口から道路又は歩行者専用道路に通ずる「敷地内
　の避難上必要な通路」を設けるものとする。

健
康

増
進

部
門

温水プール室 約450㎡

更衣室Ａ

（プール用）

多目的スポーツ室 約200㎡

トレーニングルーム

床面積

・各展示室には、「前室（チケットの確認等）」及び「倉庫」を設ける。

　*各展示室の床面積には、前室及び倉庫を含まないものとする。

・展示のほか講演会等を使用する。

・直天井とはせずに天井を張るものとし、天井高は６ｍ以上とする。

・短辺/長辺を1/2以上とし、無柱空間とする。

・専用の「空調機械室」を設ける。 適宜

・光やその陰影に配慮した彫刻等の作品を展示できるようにする。 約100㎡*

・映像、音響等に配慮した作品を展示できるようにする。 約100㎡*

・絵画、書道等の作品を展示できるようにする。 約50㎡*

ホワイエ ・快適な空間とする。 適宜

・市民が参加する体験学習講座等を行う。

・屋上庭園に直接行き来できるようにする。

・専用の「準備室」及び「倉庫」を設ける。

・作業机、椅子、流し等を設ける。

アトリエＡ・Ｂ ・市民の創作活動の場として利用する。 各約50㎡

アトリエＣ・Ｄ ・作業机、椅子、流し台を設ける。 各約25㎡

準備室 ・アトリエＡ～Ｄの共用として、１室設ける。 約50㎡*

講師控室 ・体験学習講座等の講師が使用する。 適宜

・短辺/長辺を1/2以上の整形（開口面積は40㎡以上）とし、３層の吹抜けとする。

・自然採光を確保する。

・「風除室」を設ける。

・コインロッカーのスペースを設ける。

・１階に設け、本館や公園からもアプローチさせる。

・客席から公園への眺望に配慮する。

・テーブル、椅子（40席程度）、レジカウンター等を設ける。

・「厨房」並びに調理人用の「更衣室」及び「便所」を設ける。

・カフェに併設させ、画材、小物等を販売する。 適宜

・各階に設け、車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適宜

・各階に男性用、女性用を設ける。 適宜

・受付カウンターを設け、企画展等のチケット販売を行う。

・執務スペースを、事務要員として２人分、学芸員用として４人分設ける。

・更衣及び休憩用スペースを設ける。

・10人程度が利用できるようにする。 適宜

・展示物等の搬入時に一時保管できるようにする。 約20㎡

屋内ゴミ保管庫 適宜

・１階に計画し、消火ポンプ（屋内消火栓用）と給水ポンプを設ける。 約15㎡

・面積は計約120㎡とする。

・空冷ヒートポンプ、外気処理空調機、電気設備を設置する。

・機器のメンテナンスに配慮し、階段及び人荷用エレベーターを屋上に

　通じるように設ける。

・職員等の通用口及び倉庫は、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する。

管

理

部
門

共
用

部
門

多機能トイレ

－吹抜け

設

備

ス

ペ
ー

ス

室　名　等 特　記　事　項

教
育

・
普

及
部

門

多目的展示室

展示室Ａ

部門

ア

ト
リ

エ
関

連
諸

室

展
示

関
連

諸
室

エントランスホール 適宜

カフェ 適宜

ショップ

便所

事務室 適宜

会議室

荷解き室

ポンプ室

屋上設備スペース －

展示室Ａ～Ｃ、ホワイエ及び各種アトリエは、直天井とせずに天井を張るものとし、天井高は３ｍ以上とする。

200㎡以上*

展示室Ｂ

展示室Ｃ

創作アトリエ 計150㎡以上

床面積

・講演のほか展示等を使用する。

・直天井とはせずに天井を張るものとし、天井高は６ｍ以上とする。

・短辺/長辺を1/2以上とし、無柱空間とする。

・専用の「倉庫」及び「空調機械室」を設ける。 適宜

ホワイエ ・快適な空間とし、多目的ホールに隣接させる。 50㎡

・各展示室Ａ～Ｃには、「前室（チケットの確認等）」及び「倉庫」を設ける。

　*各展示室の床面積には、前室及び倉庫を含まないものとする。

・光やその陰影に配慮した彫刻等の作品を展示できるようにする。 約100㎡*

・映像、音響等に配慮した作品を展示できるようにする。 約100㎡*

・絵画、書道等の作品を展示できるようにする。 約50㎡*

・体験学習講座等を行う。

・屋上庭園に直接行き来できるようにする。

・専用の「準備室」及び「倉庫」を設ける。

・作業机、椅子、流し等を設ける。

アトリエＡ・Ｂ ・創作活動の場として利用する。 各約50㎡

アトリエＣ・Ｄ ・作業机、椅子、流し台を設ける。 各約25㎡

準備室 ・アトリエＡ～Ｄの共用として、１室設ける。 約50㎡*

講師控室 ・体験学習講座等の講師が使用する。 適宜

・短辺/長辺を1/2以上の整形（開口面積は40㎡以上）とし、３層の吹抜けとする。

・自然採光を確保するため、トップライトを設ける。

・「風除室」を設ける。

・コインロッカーのスペースを設ける。

・１階に設け、公園からもアプローチさせる。

・屋外のカフェテラスと行き来できるものとする。

・客席から公園への眺望に配慮する。

・テーブル、椅子（40席程度）、レジカウンター等を設ける。

・「厨房」並びに調理人用の「更衣室」及び「便所」を設ける。

・カフェに併設させ、画材、小物等を販売する。 適宜

・各階に設け、車椅子使用者、オストメイト等に配慮する。 適宜

・各階に男性用、女性用を設ける。 適宜

・受付カウンターを設け、企画展等のチケット販売を行う。

・執務スペースを、事務員用として２人分、学芸員用として４人分設ける。

・更衣及び休憩用スペースを設ける。

・10人程度が利用できるようにする。 適宜

・展示物等の搬入時に一時保管できるようにする。 約20㎡

屋内ゴミ保管庫 適宜

・１階に計画し、消火ポンプ（屋内消火栓用）と給水ポンプを設ける。 約15㎡

・面積は計約120㎡とする。

・空調設備及び電気設備を設置する。

・機器のメンテナンスに配慮し、階段及び人荷用エレベーターを屋上に

　通じるように設ける。

・職員等の通用口及び倉庫は、適切に計画する。

・その他必要と思われる室、什器等は、適宜計画する。

設

備

ス

ペ
ー

ス

ポンプ室

屋上設備スペース －

展

示

関

連

諸

室

適宜

ショップ

多機能トイレ

便所

管

理

部

門

事務室 適宜

会議室

荷解き室

展示室Ｃ

ア

ト

リ

エ

関

連

諸

室

市民アトリエ 計120㎡以上

共

用

部

門

吹抜け －

エントランスホール 適宜

カフェ

部門 室　名　等 特　記　事　項

教

育

・

普

及

部

門

展示室Ａ～Ｃ、ホワイエ及び各種アトリエは、直天井とせずに天井を張るものとし、天井高は３ｍ以上とする。

多目的展示室
200㎡以上

展示室Ａ

展示室Ｂ

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



研究会（2019年9月23日）の解説内容

（2） 法令への重大な不適合
法令への重大な不適合として指摘されたのは、次に３点である。これらについて、それぞれR1標準解答図（４図面）を見比べ

ながら検討する。この法令違反に対する審査基準は、かなり厳しくなった。そもそも１級建築士である方が、法令違反をしては

話にならない、つまりここの間違いは一発不合格と認識した方が良い。

① 延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）と防火設備の設置

② 防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）

③ 直通階段に至る重複区間の長さ

① 延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）と防火設備の設置
延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）は、隣地境界線または道路中心線から１階３ｍ、２階以上５ｍの部分である。下

図は、研究会（2019年9月23日）の解説内容（抜粋）である。ここは、単純明快で間違いようがないと思われるが、毎年数名の

方が間違えている。「隣地境界線」とは、隣地の境界からの距離を指しており、この隣地が公共の公園の場合は、この延焼ライ

ンの適用外になる。また、「道路中心線」とは、道路の中心からの距離であり、この「道路」には、歩行者専用道路も該当する。

防火設備は、上記延焼ライン内にある開口部の全てが防火設備となる。ここの開口部とは、「窓」、「扉」のことであり、どちらに

も「防」と書かないといけない。「扉」は、利用者の出入口となる自動扉もあれば、厨房等への出入口扉もある。窓は、開閉窓も

あれば、はめ殺し窓もある。また、延焼ライン上の開口部も防火設備が必要である。

R1標準解答図（４図面）における延焼ライン（赤線部）と防火設備（青マーカー部）を次頁に示す。

R1課題では、凡例として延焼ラインと防火設備の書き方が指示されているので、それに従って書く必要がある。丸の中の「防」

の記載では、窓それぞれに「防」を書くように指示されている。会員で一部「防」の書き方にミスがある図面の方がランクⅠと

なったので、完璧に書かないと一発不合格というわけではないと推定する（ただし、正確に書くようにしたい）。なお、延焼ライン

の位置を間違えた方は、不合格であった。

１．延焼のおそれのある部分
「延焼の恐れのある部分＝延焼ライン」は、次の２種類である（図１参照）。

① 隣地境界線から１階が３ｍ、２階・３階が５ｍの部分

② 道路中心線から１階が３ｍ、２階・３階が５ｍの部分

この延焼ライン内にある開口部（窓、扉）は、「防火設備」となる。

防火設備の書き忘れは－１点となり、合否激戦区では命取りになるので、注意を要する。

注意１：道路があるのに、隣地境界線からの距離で延焼ラインを間違えて書く方がいる。

注意２：延焼ライン上の窓・扉も防火設備となる。

注意３：延焼ラインがかかっている側面の窓も防火設備となる。

注意４：隣地が公園の場合は、「延焼の恐れのある部分」が免除されるので、対象外となる。

① 隣地境界線 ② 道路中心線

道路隣地 敷地

１階

２階

３ｍ

５ｍ ５ｍ

３ｍ

延焼のおそれのある部分

図１ 延焼のおそれのある部分（１階３ｍ、２階以上５ｍ）

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（10/13）標準解答図①の延焼ラインおよび防火設備

　※延焼ライン：北は16ｍ道路ありにて対象外、西と南は公園にて対象外、東のみ隣地（既存美術館）にて対象

　※赤ラインが延焼ライン、黄色マーカーが防火設備

R1（10/13）標準解答図②の延焼ラインおよび防火設備

　※延焼ライン：北は16ｍ道路ありにて対象外、西と南は公園にて対象外、東のみ隣地（既存美術館）にて対象

　※赤ラインが延焼ライン、黄色マーカーが防火設備

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（12/8）標準解答図①の延焼ラインおよび防火設備

　※延焼ライン：西と南は公園にて対象外、東は８ｍ道路（中心から）と北は隣地（既存美術館）にて対象

　※赤ラインが延焼ライン、黄色マーカーが防火設備

R1（12/8）標準解答図②の延焼ラインおよび防火設備

　※延焼ライン：西と南は公園にて対象外、東は８ｍ道路（中心から）と北は隣地（既存美術館）にて対象

　※赤ラインが延焼ライン、黄色マーカーが防火設備

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



研究会（2019年9月23日）の解説内容

② 防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）

防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）は、３層吹抜けの場合、竪穴区画に該当するので防火設備が必要となる。１階吹

抜け該当部分には、防火シャッターが必要となる。また、この３層吹抜けは、面積区画にも該当するので、特定防火設備にす

る必要がある。また、R1標準解答図の吹抜け、階段、ＥＶの防火区画マーカーを次頁に示す。

会員で１階防火シャッターを書き忘れた方は不合格であった（くぐり戸のみ書き忘れた方は合格）。防火区画の間違えは一発

不合格に該当すると判断した方が良い。

⇒研究会では、昨年下記の通り解説をしているので、参考にして頂きたい。

２．防火区画（竪穴区画、面積区画）
・主な防火区画は、次の２種類である。

① 竪穴区画 ⇒防火設備 ② 面積区画 ⇒特定防火設備

実際には、「階段」、「ＥＶ」、「３層吹抜け」が該当するが、全て「特定防火設備」でよい。

階段、ＥＶ、３層吹抜けは、竪穴区画となるので、防火設備は必ず必要となる。更に、３階建ての計画の中で、1,500㎡の面積

区画が必要となり、竪穴区画に面積区画を含むとなり、各階で階段、ＥＶ、３層吹抜けを特定防火設備とする（階ごとに面積区

画するとの意味）。３層吹抜けは、２階・３階の窓に特定防火設備のシャッター、１階に特定防火設備のシャッターと一部に開閉

扉（くぐり戸）が必要である。

本来、２階又は３階の階段、ＥＶ、３層吹抜けを特定防火設備にすると、１階の階段、ＥＶ、吹抜けは、面積区画を含まない竪穴

区画のみでよいので防火設備でよい。しかし、そこを色々考える時間を割愛するため、研究会では、全て特定防火設備にする

ことを推奨している（確定エスキス）。この１階が防火設備でよいのに、特定防火設備にすることは、防火区画として安全側の考

え方であり、ここで減点になることはないと判断している。

３．竪穴区画の判断
階段、ＥＶ、３層吹抜けは、竪穴区画となる。

竪穴区画の判断で難しいのは、２層吹抜け（２階・３階の吹抜け展示室）であり、次の２種類となる。

① ３階部分に窓ありは竪穴区画判断 ⇒防火設備の扉必要、３階窓は特定防火設備のシャッター必要

② ３階部分に窓なしは単なる大空間 ⇒防火設備の扉不要

展示室が日本画等の展示ありで無窓を想定する場合は、３階部分は一般に壁となる。ここが全て壁である場合、この２層吹抜

けの展示室は、単なる大空間の法的解釈となり、扉に防火設備は不要である。

他方、市民展示室のようにオープン公開的な展示室内を見せる場合、３階ホールから展示室内が見れるように窓を設置する

場合がある。その場合、この２層吹抜けの空間は、吹抜け空間となり、扉を防火設備にする必要がある。また、３階窓は、面積

区画も含めて特定防火設備のシャッターが必要である。

１級建築士の製図試験は、受験者の知識を審査員に見てもらう試験なので、展示室にホール等から見れる窓がある場合は、

扉に（防）を書いて、「吹抜け空間は３階に窓があることから竪穴区画により防火設備の扉が必要」と平面図に記載すると印象

点が上がる（ランクⅠへ飛び込むテクニック）。

４．異種用途区画の判断
レストランや喫茶店は、異種用途であるが、異種用途区画が必要かどうかは、次の２種類となる。

① 使用時間帯が同じ場合は異種用途区画が不要 ⇒特定防火設備の扉不要

② 使用時間帯が違う場合は異種用途区画が必要 ⇒特定防火設備の扉必要

レストランや喫茶店（以下、レストラン等という。）と、美術館の分室とは、異なる用途である。

しかしながら、美術館の分室の一部としてレストランや喫茶店を使用する場合は、通常、同一使用条件による同一施設と判断

して、レストラン等を異種用途区画しなくてよい。この判断は、一般に使用時間が異なるか、同じかで判断される。つまり、美術

館の分室が18：00終了なのに、レストラン等が20：00まで営業していると、これは、同一使用しているとは言い難く、異種用途区

画が必要と判断される。更に、この時間帯が明確でない場合は、レストラン等への外部からの専用出入口があるかで判断され

る。つまり、外部から直接の出入口があれば、異なる時間帯での使用が可能であり、分室のエントランスホール等とレストランの

出入口には、特定防火設備が必要となる。

ここも、「3.」と同じように、１級建築士の製図試験は、受験者の知識を審査員に見てもらう試験なので、レストラン等で外部から

直接入れる出入口がある場合、エントランスホール側の扉に（特）を書いて、「異なる時間帯の使用を想定することから異種用

途区画により特定防火設備の扉が必要」と平面図に記載すると印象点が上がる（ランクⅠへ飛び込むテクニック）。

研究会は、ランクⅠとⅡの激戦区を勝ち抜きランクⅠへ飛び込むためには、①計画の要点等は全てに理由のある詳細な文と

して全行を埋める、②平面図及び断面図には環境負荷低減策や様々な補足文を多く書くことを推奨している。

⇒１級建築士の製図試験は、受験者の知識（この人は１級建築士になれる知識があるか）を判断する試験なので、図面だけで

はなく、文章・コメントでの判断もしている（平面図に補足文を書かないと、受験者が本当に知識が豊富であるかが審査員へ伝

わらない、図面にコメント文を多く入れることはランクⅠへ入るための必須事項である）。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（10/13）標準解答図①の防火区画

※黄色マーカーは吹抜け、赤線は防火シャッター、青マーカーは吹抜け・橙色マーカーはＥＶ・緑色マーカーは階段の防火設備（特定防火設備）

R1（10/13）標準解答図②の防火区画

※黄色マーカーは吹抜け、赤線は防火シャッター、青マーカーは吹抜け・橙色マーカーはＥＶ・緑色マーカーは階段の防火設備（特定防火設備）

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（12/8）標準解答図①の防火区画

※黄色マーカーは吹抜け、赤線は防火シャッター、青マーカーは吹抜け・橙色マーカーはＥＶ・緑色マーカーは階段の防火設備（特定防火設備）

R1（12/8）標準解答図②の防火区画

※黄色マーカーは吹抜け、赤線は防火シャッター、青マーカーは吹抜け・橙色マーカーはＥＶ・緑色マーカーは階段の防火設備（特定防火設備）

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（10/13）標準解答図①の避難距離

　※赤線は歩行距離（一部重複距離）、緑色マーカーは重複距離、青色マーカーは方向距離

R1（10/13）標準解答図②の避難距離

　※赤線は歩行距離（一部重複距離）、緑色マーカーは重複距離、青色マーカーは方向距離

③ 直通階段に至る重複区間の長さ

直通階段に至る重複区間の長さは、歩行距離の1/2以下であることが条件となる。歩行距離は、建基法令120条（内装を準不

燃材料として＋10ｍ）により、試験で出題される居室は、概ね歩行距離60ｍ（重複距離30ｍ）以下となる。ただし、無窓居室（窓

面積が床面積の1/20未満）の場合は、＋10ｍでも歩行距離40ｍ（重複距離20ｍ）となるので、注意が必要である。

研究会は、エスキスにおいて、２つの階段は、避難を想定しできる限り離した２ヵ所で計画する、また無窓居室はできる限り避

ける、万一重複距離が30ｍ以下にならない場合は非常扉等で回避すると指導している。R1試験では、会員で重複距離が30

ｍを超えた方や、歩行距離の居室を間違えた方が不合格であった（R2以降も法違反は一発不合格と判断）。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（12/8）標準解答図①の避難距離

　※赤線は歩行距離（一部重複距離）、緑色マーカーは重複距離、青色マーカーは方向距離

R1（12/8）標準解答図②の避難距離

　※赤線は歩行距離（一部重複距離）、緑色マーカーは重複距離、青色マーカーは方向距離

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（10/13）標準解答図①の吹抜け 　※黄色マーカーが吹抜け部

R1（10/13）標準解答図②の吹抜け 　※黄色マーカーが吹抜け部

（3） そのほか建築計画に基礎的な問題があるもの（「吹抜けの計画（吹抜けとなっていないもの）」等）

吹抜けの計画（吹抜けとなっていないもの）とは、標準解答図の吹抜け（解答）を見ると、R1課題条件である開口面積40㎡以

上を確保して、３層同じ位置での吹抜け空間となっているので、これに著しく異なるものが吹抜けになっていないとの判断とな

る。

吹抜けの位置は、R1（10/13）標準解答図①、R1（12/8）標準解答図①②の通り、建物内の中央が望ましいが、R1（10/13）標

準解答図①の通り、隅角部であっても良い。なお、全ての標準解答図（３階平面図）には、吹抜け中心部にトップライトが計画

されており、自然採光の取入れは必須条件である。

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）



R1（12/8）標準解答図①の吹抜け 　※黄色マーカーが吹抜け部

R1（12/8）標準解答図②の吹抜け 　※黄色マーカーが吹抜け部

会員講座内での公開

（センター許諾条件で過去問掲載は会員内のみ）


