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平成 3 0 年測量士試験問題集

（注意） この試験問題の解答は，電子計算機で処理しますので，以下の注意をよく読んで，

別紙の解答用紙に記入してください。

１．配付物

1 試験問題集（この印刷物）［表紙 関数表 白紙を含めて26枚］・・・・1冊

（2）　解答用紙・・・・1枚

　　試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてくださ

い。

２．解答作成の時間

午前 10時から午後 0時 30分までの 2時間 30分です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管

理員の指示に従ってください。

３．解答用紙の記入方法

（1）　解答用紙には，受験地（算用数字で縦に記入し，該当数字の も黒で塗り潰す。），氏名，受験

番号（算用数字で縦に記入し，該当数字の も黒で塗り潰す。）を忘れずに記入してください。

（2）　問題は，〔No．1〕～〔No．28〕まで全部で 28問あります。

（3）　解答用紙への記入は，必ず鉛筆又はシャープペンシル（HB又はB）を用いて濃く書いてください。

ボールペン，インキ，色鉛筆などを使った場合は無効になります。

4 解答用紙には，必要な文字，数字及び の塗り潰し以外は一切記入しないでください。

（6）　解答を訂正する場合には，間違えた箇所を消しゴムで，

跡が残らないように，きれいに消してください。消した跡

が残ったり，　　 や　　 のような訂正は無効になります。

４．退室について

1 試験開始後 時間 分経過するまでと終了 分前からは退室できません。

2 試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙を集めに行くまで，手を挙

げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

3 試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，解答用紙は，どん

な場合でも持ち出してはいけません。

５．その他

（1）　受験中使用できるものは，時計（時計機能のみのものに限り，アラーム等の機能がある場合は，設

定を解除し，音が鳴らないようにしてください。），鉛筆又はシャープペンシル（HB又はB），鉛筆削

り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），消しゴム，直定規（三角定規・三角スケール・折り

たたみ式及び目盛以外の数式などの記載があるものは使用できません。）及び国土地理院が用意し

た電卓に限ります。なお，電卓は 8 桁しか入力できません。問題には，8 桁を超える数値が現れる場

合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。

2 試験中は携帯電話等の通信機器の使用を全面的に禁止します。携帯電話等の通信機器を時計と

して使用することはできません。電源を切ってカバン等にしまってください。

3 関数の値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を使用してください。ただし，問題文中に関数

の値が明記されている場合は，その値を使用してください。

4 試験問題の内容についての質問には応じられません。

5 受験に際し，不正があった場合は，受験の中止を命じます。

6 電卓動作の確認について，この問題集の裏表紙に掲載しておりますので，問題集冊子全体を裏返し

て試験開始までに確認してください。

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

士 午前

Ｎｏ．

〔例〕

Ｎｏ．

Ｎｏ．

Ｎｏ．

（5）　解答は，〔例〕のように，各問題の問いに対し，正しいと

思う番号一つについて，その下の　　　の枠内を黒で塗り

潰してください。二つ以上の枠内を塗り潰した場合など，

これ以外の記入方法は無効になります。



2 SR─01



3 SR─01

 〔No.�　1〕

　　�　次のａ～ｅの文は，測量法（昭和24年法律第188号）に規定された事項について述べたものであ

る。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

　　a.�　「測量作業機関」とは，測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

　　b.�　「測量標」とは，永久標識，一時標識及び航路標識をいう。

　　c.�　測量業を営もうとする者は，測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5

年で，有効期間の満了後も引き続き測量業を営もうとする者は，更新の登録を受けなければならな

い。

　　d.�　測量士又は測量士補となる資格を有する者は，測量士又は測量士補になろうとする場合において

は，国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて，測量士名簿又は測量士補名簿に登録

の申請をしなければならない。

　　e.�　「公共測量」とは，基本測量以外の測量で，実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が

負担し，又は補助して実施する測量をいい，広域的測量又は大縮尺図の調製を除く。

　　1.�� a，d

　　2.�� a，e

　　3.�� b，c

　　4.�� b，e

　　5.�� c，d

 〔No.�　2〕

　　�　次の文は，国際地球基準座標系（International�Terrestrial�Reference�Frame）（以下「ITRF」と

いう。）などについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�　ITRFは，GNSSなどの宇宙測地技術を用いた国際協力による観測に基づき構築・維持されてい

る。

　　2.�　ITRFは，地球の重心を原点とした三次元直交座標系である。

　　3.�　ITRFの X軸は東経90度の子午線と赤道の交点を通る直線，Y軸は経度0度の子午線と赤道の交

点を通る直線である。

　　4.�　ITRFで表す日本列島の位置の X，Y，Zの符号は，Xは－，Yは＋，Zは＋である。

　　5.�　日本では，地球の形に近い回転楕円体の準拠楕円体として，GRS80楕円体を採用している。
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 〔No.�　3〕

　　�　次の文は，地理情報標準プロファイル（以下「JPGIS」という。）について述べたものである。明ら

かに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�　JPGISは，空間データを異なるシステム間で相互利用する際の互換性の確保を主な目的に，空間

データの整備及び利用の際のルールを規定したものである。

　　2.�　JPGISは，国際標準化機構（ISO）が定めた空間データに関する国際規格及び日本工業規格（JIS）

の中から，実利用に必要な部分を取り出して体系化したものである。

　　3.�　JPGIS に準拠する応用スキーマで定義された空間データの符号化には，統一モデル化言語

（UML：Unified�Modeling�Language）を使用する。

　　4.�　測量計画機関が公共測量を実施するときは，得ようとする測量成果の種類，内容，構造，品質な

どを示す製品仕様書を，JPGISに準拠して定めなければならない。

　　5.�　JPGISに定められているメタデータは，空間データに関する説明情報で，その記述方式として国

際規格に準拠した日本版メタデータプロファイルであるJMP2.0が定められている。

 〔No.�　4〕

　　�　次の式は，平面上の点（x，y）を，原点（0，0）を中心に角度θだけ回転させたときの点（X，Y）

の座標を表す式を行列表記したものである。点P（2.0，－1.0）を，点A（3.0，1.0）を中心に40°回転

させたときの X，Yの組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

　　　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　　　　　　　

　　　　　　X　　　　Y　

　　1.�� 0.948　　　0.111

　　2.�� 1.034　　－0.065

　　3.�� 2.573　　－1.195

　　4.�� 3.328　　－1.212

　　5.�� 3.520　　－1.175

[
X
Y ]=[ [

cosθ －sinθ
sinθ cosθ] ]

x
y
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 〔No.�　5〕

　　�　図５に示すような宅地造成予定地を，切土量と盛土量を等しくして平坦な土地に地ならしする場合，

地ならし後における土地の地盤高は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，図５のように宅地造成予定地を面積の等しい六つの三角形に区分して，点高法により求める

ものとする。また，図５に示す数値は，各点の地盤高である。

　　　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 3.36�m

　　2.�� 3.44�m

　　3.�� 3.58�m

　　4.�� 3.66�m

　　5.�� 3.75�m

図５

4.20 m

5.10 m

4.80 m1.60 m

2.40 m

3.60 m2.20 m

3.00 m
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 〔No.�　6〕

　　�　次の文は，測量法（昭和24年法律第188号）における測量の基準について述べたものである。明ら

かに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�　基本測量及び公共測量における位置は，地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ま

た，地心直交座標で表示することもできる。

　　2.�　基本測量及び公共測量における距離及び面積は，測量法で規定する回転楕円体の表面上の値で表

示する。

　　3.�　測量の原点である日本経緯度原点及び日本水準原点の原点数値は，政令で定められており，セミ・

ダイナミック補正により定期的に改正されている。

　　4.�　測量法で規定する回転楕円体の長半径及び扁平率の数値は，政令で定められている。

　　5.�　測量法で規定する回転楕円体は，その中心が地球の重心と一致し，その短軸が地球の自転軸と一

致する。

 〔No.�　7〕

　　�　次のａ～ｃの文は，公共測量において実施するトータルステーション（以下「TS」という。）を用い

た基準点測量の精度管理について述べたものである。　ア　 ～ 　エ　 に入る語句の組合せとし

て最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

　　a.�　気象補正前の測定距離は，気温が上がった場合は 　ア　�，気圧が下がった場合は 　イ　 な

ど，気象条件の影響を受ける。

　　b.�　偏心点を設ける場合，偏心距離は 　ウ　 の6分の1以下でなければならない。

　　c.�　電子基準点や，電子基準点のみを既知点として設置された基準点を既知点とする4級基準点測量

では，2級以上の性能を有するTSを使用する場合は， 　エ　 の条件が緩和される。

　　　　　 ア 　　 イ 　　 ウ 　　 エ

　　1.�� 短くなり　　短くなる　　測点間距離　　路線の辺数及び路線長

　　2.�� 短くなり　　長くなる　　新点間距離　　路線の辺数及び節点間の距離

　　3.�� 長くなり　　長くなる　　新点間距離　　既知点数及び路線図形

　　4.�� 短くなり　　短くなる　　測点間距離　　既知点数及び路線図形

　　5.�� 長くなり　　長くなる　　測点間距離　　路線の辺数及び路線長
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 〔No.�　8〕

　　�　４つの異なるトータルステーションを用いて点Ａ，Ｂ間の距離を測定し，表８の結果を得た。最確値

は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表８

トータルステーション 測定値 標準偏差

TS1 1,532.491�m 2�cm

TS2 1,532.500�m 4�cm

TS3 1,532.548�m 5�cm

TS4 1,532.514�m 4�cm

　　1.�� 1,532.495�m

　　2.�� 1,532.501�m

　　3.�� 1,532.507�m

　　4.�� 1,532.513�m

　　5.�� 1,532.519�m

 〔No.�　9〕

　　�　次の文は，我が国の準天頂衛星システムの特徴や仕組みについて述べたものである。明らかに間違っ

ているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�　準天頂衛星には，日本における衛星測位の利用可能エリアや利用時間帯を広げる効果がある。

　　2.�　準天頂衛星の測位信号は，日本以外でも東南アジア，オセアニア地域で受信可能である。

　　3.�　GPS衛星３機，準天頂衛星１機及びGLONASS衛星２機の組合せで，公共測量における基準点測

量を行うことができる。

　　4.�　GNSS測量において準天頂衛星は，GPS衛星と同等の衛星として使用することができる。

　　5.�　準天頂衛星は，GPS衛星と同じ軌道上を周回している。
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 〔No.�　10〕

　　�　既知点Ａ及び新点ＢにおいてGNSS測量を行い，既知点Ａから新点Ｂまでの距離9,000.00�m，新点

Ｂの楕円体高55.20�mの値を得た。このとき，新点Ｂの標高は幾らか。最も近いものを次の中から選

べ。

　　�　ただし，既知点Ａの標高は20.60�m，楕円体高は58.80�mであり，ジオイドは楕円体面に対し，既知

点Ａから新点Ｂの方向へ，距離1,000.00�m当たり－0.02�mの一様な傾斜をしているものとする。ま

た，距離は楕円体面上の距離とする。

　　　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 16.82�m

　　2.�� 17.18�m

　　3.�� 17.40�m

　　4.�� 18.06�m

　　5.�� 20.78�m

 〔No.�　11〕

　　�　次の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた標高の測量（以下「GNSS水準測量」という。）

について述べたものである。　ア　 ～ 　エ　 に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれ

か。次の中から選べ。

　　�　GNSS水準測量では，高精度な 　ア　 を用いることにより，近傍に水準点がない場合でも３級

水準点が設置できる。

　　�　GNSS水準測量を実施する場合は，既知点は一， 二等水準点， 　イ　 で標高が取り付けられた電

子基準点又は１，２級水準点を使用する。観測は，平均図などに基づき 　ウ　 により観測を行う。

なお，電波の 　エ　 は標高に大きく影響する場合があることから，作業地域の気象条件には十分

注意する必要がある。

　　　　　 ア 　　　イ　　　　ウ　　　 エ

　　1.�� 重力モデル　　　　　GNSS水準測量　　スタティック法　　　大気遅延

　　2.�� ジオイド・モデル　　測標水準　　　ネットワーク型RTK法　　電離層遅延

　　3.�� 重力モデル　　　　　水準測量　　　ネットワーク型RTK法　　大気遅延

　　4.�� ジオイド・モデル　　GNSS水準測量　　キネマティック法　　　電離層遅延

　　5.�� ジオイド・モデル　　水準測量　　　スタティック法　　　大気遅延
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 〔No.�　12〕

　　�　次のａ～ｅの文は，水準測量における誤差などについて述べたものである。明らかに間違っているも

のだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

　　a.�　１級水準測量では，標尺目盛を後視，前視，前視，後視の順に読定することにより，三脚の沈下

による誤差を小さくすることができる。

　　b.�　観測中，日傘や覆いを用いてレベルへの直射日光を避けるのは，熱膨張による影響を避けるため

である。

　　c.�　鉛直軸誤差は，望違鏡の鉛直軸が傾いているために生じる誤差である。この誤差は，三脚の特定

の１本を常に同一の標尺に向けて整置し，観測することで小さくすることができる。

　　d.�　標尺の誤差として零点誤差と標尺目盛誤差がある。零点誤差は往観測と復観測で標尺を入れ替え

ることにより小さくすることができ，標尺目盛誤差は，観測点数を偶数にすることにより小さくす

ることができる。

　　e.�　1級水準測量における標高値の補正計算では，正標高補正計算に代えて実測の重力値を用いた正規

正標高補正計算を用いることができる。

　　1.�� a，b，c

　　2.�� a，d，e

　　3.�� b，c

　　4.�� c，d

　　5.�� d，e
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 〔No．13〕

　　�　水準点Ａ～Ｅにおいて水準測量を行い，表13の結果を得た。1�km当たりの観測の標準偏差の値は

幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表13

観測路線 観測距離 往路の観測高低差 復路の観測高低差

A→B 1.5�km － 0.5467�m ＋ 0.5456�m

B→C 0.8�km ＋ 0.2004�m － 0.2006�m

C→D 2.3�km ＋ 8.2076�m － 8.2060�m

D→E 2.1�km － 0.2262�m ＋ 0.2252�m

　　1.�� 0.153�mm

　　2.�� 0.367�mm

　　3.�� 0.391�mm

　　4.�� 0.782�mm

　　5.�� 1.564�mm

 〔No．14〕

　　�　トータルステーション（以下「TS」という。）を用いて，放射法により標高を求めたい。既知点Ａか

ら求点ＢをTSで観測したところ，測定距離80.000�m，高低角35° 00′ 00″を得た。使用したTSの距離

測定の精度（標準偏差）が5�mm＋5×10－6 D（Dは測定距離），角度測定の精度（標準偏差）が5″の

場合，求点Ｂの標高の計算結果の精度（標準偏差）は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，TSによる距離測定と角度測定は互いに影響を与えないものとし，その他の誤差は無視して

よいものとする。また，角度1ラジアンは，（2×105）″とする。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 3.1�mm

　　2.�� 3.5�mm

　　3.�� 4.6�mm

　　4.�� 5.4�mm

　　5.�� 5.8�mm
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 〔No．15〕

　　�　次の文は，公共測量における地形測量のうち，GNSS測量機を用いた現地測量について述べたもので

ある。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

　　�　

　　1.�　使用する測量機は，２級以上の性能を有するGNSS測量機とする。

　　2.�　GLONASS衛星を用いてキネマティック法により観測する場合は，GPS衛星及びGLONASS衛

星をそれぞれ２衛星以上用い，合計６衛星以上使用する。

　　3.�　GPS衛星のみでRTK法により観測を行う場合，使用する衛星数は4衛星以上とし，セット内の

観測はFIX解を得てから10エポック以上行うことを標準とする。

　　4.�　ネットワーク型RTK法による地物，地形などの測定は，間接観測法又は単点観測法により行う。

　　5.�　標高を求める場合は，国土地理院が提供するジオイド・モデルを使用する。
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 〔No．16〕

　　�　次の文は，地上レーザスキャナを用いた三次元点群データ作成について述べたものである。

　ア　 ～ 　ウ　 に入る数値及び語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選

べ。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　�　地上レーザスキャナとは，地上に設置した機器から計測対象物に対しレーザ光を照射し，対象物まで

の距離と角度を測定することにより，対象物の位置や形状を三次元で計測する測量機器である。地上

レーザスキャナからの距離測定は，照射光と反射光の時間差又は位相差を計測することで行う。

　　�　地上レーザスキャナを用いた計測を行う場合は，地上レーザスキャナから照射したレーザ光と対象物

とがなす角（以下「入射角」という。）や，地上レーザスキャナから対象物までの距離に留意すること

が必要である。入射角が小さくなると，反射光の強度が弱くなることに加え，レーザ光の各点の照射範

囲が広がるため，距離測定の精度が悪くなる。例えば，水平な場所において地上レーザスキャナを用い

た計測を行う場合，地上レーザスキャナを器械高 1.75�mで整置し，50�m先の地面を計測すると，

レーザ光の入射角は約 　ア　 度となる。また，斜面にレーザスキャナを設置してその斜面を計測

する場合には， 　イ　 計測を行うと，距離測定の精度が良くなる。

　　�　地上レーザスキャナを用いて計測したデータには，対象物を正しく計測できなかった計測点のデータ

も含まれることから，現地調査の結果や別途撮影した写真を参照しながらデータの 　ウ　 を行う

ことが必要である。また，後の工程で利用しやすいように，格子状のデータやTIN（不整三角網）の

データへ変換（構造化）することも多い。

　　　　　ア　　　　　 イ 　　　　　 ウ

　　1.�� １　　　　　低いところから高いところに向けて　　　　　補間

　　2.�� １　　　　　高いところから低いところに向けて　　　　　補間

　　3.�� ２　　　　　高いところから低いところに向けて　　　　　除去

　　4.�� ２　　　　　低いところから高いところに向けて　　　　　除去

　　5.�� ３　　　　　高いところから低いところに向けて　　　　　補間
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 〔No．17〕

　　�　標高が300�mから 800�mまでの範囲にある土地の鉛直空中写真撮影で，撮影範囲全体にわたって同

一コース内の隣接空中写真間の重複度が最小で55�％となるように計画した。撮影基準面の標高を300�

mとするとき，撮影基準面における同一コース内の隣接空中写真間の重複度は最小で何％となるか。

最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，画面距離10�cm，画面の大きさ14,000画素×9,500画素，撮像面での素子寸法10�μmのデ

ジタル航空カメラを使用するものとし，画面短辺が撮影基線と平行であるとする。また，空中写真の撮

影は等高度で，撮影基線長は撮影範囲全体にわたって一定であるとし，撮影基準面での地上画素寸法は

20�cmとする。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 60�％

　　2.�� 63�％

　　3.�� 66�％

　　4.�� 69�％

　　5.�� 73�％
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 〔No．18〕

　　�　次のａ～ｅの文は，公共測量における空中写真測量について述べたものである。明らかに間違ってい

るものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

　　�　

　　a.�　対空標識の設置とは，同時調整及び数値図化において基準点，水準点，標定点などの写真座標を

測定するため，基準点などに一時標識を設置する作業をいう。

　　b.�　撮影計画においては，全ての主点位置が撮影区域内に収まるように設定する。

　　c.�　GNSS/IMU装置を用いた撮影では，IMUの累積誤差を考慮し，撮影コース長をおおむね15分以

内で撮影できる距離とする。

　　d.�　同時調整とは，各写真の外部標定要素の成果値並びにパスポイント，タイポイントなどの水平位

置及び標高を計算する作業をいう。

　　e.�　数値図化において標高点の水平位置の許容誤差は，地図情報レベル2500の場合 0.6�m以内であ

る。

　　1.�� a，c

　　2.�� a，d

　　3.�� b，d

　　4.�� b，e

　　5.�� c，e

 〔No．19〕

　　�　画面距離10�cm，画面の大きさ12,000画素×8,000画素，撮像面での素子寸法6�μmのデジタル航空

カメラを用いて，海面からの撮影高度2,200�mで鉛直空中写真撮影を行った。この写真に写っている

駅の長さを数値写真上で計測すると1,000画素であった。この駅を縮尺1 /2,500の地図にプロットした

とき，地図上での長さは幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，この駅は写真の短辺に平行に写っており，標高200�mの地点に水平に設けられているもの

とする。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 43�mm

　　2.�� 48�mm

　　3.�� 53�mm

　　4.�� 58�mm

　　5.�� 63�mm
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 〔No．20〕

　　�　次のａ～ｅの文は，人工衛星からのリモートセンシングについて述べたものである。明らかに間違っ

ているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

　　�　

　　a.�　合成開口レーダ（SAR）は，マイクロ波を対象物に照射し，対象物からの反射波を観測するため，

夜間も観測することができる。

　　b.�　熱赤外線リモートセンシングは，対象物からの熱放射を観測するため，夜間も観測することがで

きる。

　　c.�　リモートセンシングで一般的に扱われる電磁波の波長域には，波長の長い順に可視光域，赤外域，

マイクロ波域などがある。

　　d.�　地上画素寸法の小さいグレースケール画像と地上画素寸法の大きいカラー画像を用いて，グレー

スケール画像と同じ地上画素寸法で判読性の向上したカラー画像を生成することができる。

　　e.�　光学センサで広く採用されているプッシュブルーム走査方式のラインセンサでは，人工衛星の進

行とともに帯状に画像を取得しており，その画像は正射投影画像である。

　　1.�� a，b

　　2.�� a，d

　　3.�� b，e

　　4.�� c，d

　　5.�� c，e
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 〔No．21〕

　　�　図 21は，国土地理院刊行の1 /25,000地形図の一部（縮尺を変更，一部を改変）である。次の文は，

この図に表現されている内容について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中

から選べ。

　　�　ただし，図21の四隅に表示した数値は，経緯度を表す。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�　保健所記号の中心位置と，博物館から見て北西の場所にある高等学校記号の中心位置を結んだ水

平距離は，およそ1,480�mである。

　　2.�　標高10.4�mの水準点と，標高2.3�mの水準点を結んだ斜距離は，350�mより長い。

　　3.�　裁判所の経緯度は，およそ東経132° 33′ 59″，北緯33° 13′ 32″である。

　　4.�　宇和島駅から最も近い位置にある4�mを示す標高点と，標高85.9�mの三角点を結んだ２地点間の

傾斜角は，5°より小さい。

　　5.�　宇和島城を示す史跡・名勝・天然記念物の記号の中心位置は，最も北にある三角点より標高が低い。

33°13′40″ 33°13′40″

132°34′40″132°33′20″
33°12′30″ 33°12′30″

132°34′40″132°33′20″

図21

0 500 1000 1500m
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 〔No．22〕

　　�　次のａ～ｅの文は，地図投影法について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せ

はどれか。次の中から選べ。

　　�　

　　a.�　地図投影法は，三次元立体である地球の表面に存在する地物の位置や形を，できるだけ正しく平

面に描くための方法である。

　　b.�　正距図法は，地球上の任意の2地点間の距離が，同一の縮尺で地図上に表示される図法である。

　　c.�　正積図法は，地球上の任意の範囲の面積が，縮尺に応じて地図上に正しく表示される図法である。

　　d.�　地図上において，正距図法と正積図法の性質を同時に満足させることは，理論上可能である。

　　e.�　ガウス・クリューゲル図法は，正角円錐図法の一種で，回転楕円体から平面に直接投影を行うも

のであり，大・中縮尺地図の図法として多く用いられている。

　　1.�� a，c

　　2.�� a，e

　　3.�� b，d

　　4.�� b，e

　　5.�� c，d

 〔No．23〕

　　�　地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）第2条第３項に定められた基盤地図情報は，

電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる情報であり，地理情報標準プロファ

イル（JPGIS）に準拠して作成されている。次のページの図23は，国土地理院が提供している基盤地

図情報の応用スキーマの一部であり，次の文は，図23及びこれに基づいて作成されたデータについて

述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�� 基盤地図情報地物として，点型地物は定義されていない。

　　2.�� 軌道の中心線のデータは，属性情報として文字列で入力されている名称を持つことができる。

　　3.�� 道路域のデータは，属性情報として数値で入力されている道路幅員を持つことができる。

　　4.�� 道路縁のデータを利用する際に，その道路が高架であるか区別することはできない。

　　5.�� 建築物のデータを利用する際に，その建物が無壁舎であるか区別することができる。

〈次のページに続く〉
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図23
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 〔No．24〕

　　�　地理情報標準プロファイル（JPGIS）におけるメタデータに，次のａ～ｃの情報を記述したい。それ

ぞれの情報を記述するメタデータ項目の名称の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選

べ。

　　a.�　データの更新頻度に関する情報

　　b.�　データの再配布に関する禁止事項

　　c.�　データの作成に使用した原典データに関する情報

　　　　　 a 　　　 b 　　　 c

　　1.�� 保守情報　　　制約情報　　　系譜

　　2.�� 保守情報　　　制約情報　　　参照系情報

　　3.�� 保守情報　　　配布情報　　　参照系情報

　　4.�� 品質情報　　　制約情報　　　参照系情報

　　5.�� 品質情報　　　配布情報　　　系譜
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 〔No．25〕

　　�　図 25に示すように，一般道路１，２及び３に接続する道路P1～ P6の建設を計画している。一般道路

1，２及び３はいずれも直線であり，一般道路２と一般道路３は平行である。新しい道路は，クロソイ

ド曲線と円曲線と直線を組み合わせたもので，点P1及びP4はクロソイド曲線始点，点P2及びP3はク

ロソイド曲線終点，曲線P2～ P3は円曲線である。また，直線P4～ P5と一般道路２は直交するものと

する。このとき，新しい道路P1～ P6の路線長は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，円曲線半径 R=100�m，クロソイドパラメータ A=95�m，交角 I=90°とし，直線P4～ P5の

長さは137�mとする。また，一般道路２と一般道路３の間隔は90�m，P5におけるP4からP6に対す

る方向角は150°，円周率π=3.142とする。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 384�m

　　2.�� 436�m

　　3.�� 488�m

　　4.�� 495�m

　　5.�� 564�m

一般道路１

150°

施設

図25

一
般
道
路
２

一
般
道
路
３

P1

P2

P3

P4
P5

P6
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 〔No．26〕

　　�　次の文は，公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれ

か。次の中から選べ。

　　�　

　　1.�　公図等転写連続図の作成において，隣接する公図間で境界の線形に相違があったが，公図に記載

されている境界をそのまま転写し，接合部を合致させるための調整は行わなかった。

　　2.�　境界と思われる箇所に既設の標識が設置されていたため，関係権利者の立会いは求めず，それを

境界点とした。

　　3.�　境界測量のため現地において境界点を測定し，その座標値を求める作業を行うこととしたが，近

くに基準点がなかったことから，新たに補助基準点を設置した。

　　4.�　境界点間測量は，境界点の精度確認のために行う作業であり，隣接する境界点間の距離について，

全辺の距離を測定する必要がある。

　　5.�　用地測量の成果として，用地実測図データファイルと用地平面図データファイルを作成した。
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 〔No．27〕

　　�　図 27に示すように，四角形の土地ABCDのうちCDE部分が道路用地となることとなった。残地と

なる土地ABEDの面積は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

　　�　ただし，境界線DEは，点Ｍを中心とする半径 R=65�mの円曲線の一部とし，DE間の弧長は

50.033�mとする。また，各点の X，Y座標値（単位：m）は図27に示すとおりとし，円周率π=3.142

とする。

　　�　なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

　　1.�� 3,164�m2

　　2.�� 3,262�m2

　　3.�� 3,320�m2

　　4.�� 3,403�m2

　　5.�� 3,546�m2

図27

A（0，0） D（0，95.622）

B（43.000，21.000）

M（－7.000，31.000）

E（43.000，72.533）
C（43.000，93.462）
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 〔No．28〕

　　�　国土交通省では，ICT（情報通信技術）の全面的な活用などの施策を建設現場に導入することによっ

て，建設生産システム全体の生産性向上を図り，もって魅力ある建設現場を目指す取組である

i-Construction（アイ・コンストラクション）を進めている。次の文は，公共測量として行う

i-Constructionにおける測量で整備する三次元点群データについて述べたものである。明らかに間違っ

ているものはどれか。次の中から選べ。

　　1.�　三次元点群データは，地形や地物を表現するための，位置や高さなどの情報を持つ点の集まりで

ある。

　　2.�　三次元点群データを取得する測量手法として，車載写真レーザ測量（移動計測車両による測量）

や航空レーザ測量，無人航空機（UAV）による空中写真を用いる測量などがある。

　　3.�　無人航空機（UAV）による空中写真を用いる測量であれば，どのような場所でも地形の三次元点

群データが作成できる。

　　4.�　三次元点群データを利用して，断面図作成や土量計算などを行うことができる。

　　5.�　三次元点群データは，測量計画機関が指定する形式で作成する。



24 SR─01

√ √ 度

1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8

10 9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

　　問題文中に数値が明記されている場合は，その値を使用すること。

数　　　　関　　　　角　　　　三根　　　方　　　平

関　　　　　数　　　　　表

tancossin度tancossin

7.14143511.00000 0.000001.000000.00000
7.21110521.41421 1.035530.694660.71934460.017460.999850.01745
7.28011531.73205 1.072370.682000.73135470.034920.999390.03490
7.34847542.00000 1.110610.669130.74314480.052410.998630.05234
7.41620552.23607 1.150370.656060.75471490.069930.997560.06976
7.48331562.44949 1.191750.642790.76604500.087490.996190.08716
7.54983572.64575 1.234900.629320.77715510.105100.994520.10453
7.61577582.82843 1.279940.615660.78801520.122780.992550.12187
7.68115593.00000 1.327040.601820.79864530.140540.990270.13917
7.74597603.16228 1.376380.587790.80902540.158380.987690.15643

1.428150.573580.81915550.176330.984810.17365107.81025613.31662
1.482560.559190.82904560.194380.981630.19081117.87401623.46410
1.539860.544640.83867570.212560.978150.20791127.93725633.60555
1.600330.529920.84805580.230870.974370.22495138.00000643.74166
1.664280.515040.85717590.249330.970300.24192148.06226653.87298
1.732050.500000.86603600.267950.965930.25882158.12404664.00000
1.804050.484810.87462610.286750.961260.27564168.18535674.12311
1.880730.469470.88295620.305730.956300.29237178.24621684.24264
1.962610.453990.89101630.324920.951060.30902188.30662694.35890
2.050300.438370.89879640.344330.945520.32557198.36660704.47214
2.144510.422620.90631650.363970.939690.34202208.42615714.58258
2.246040.406740.91355660.383860.933580.35837218.48528724.69042
2.355850.390730.92050670.404030.927180.37461228.54400734.79583
2.475090.374610.92718680.424470.920500.39073238.60233744.89898
2.605090.358370.93358690.445230.913550.40674248.66025755.00000
2.747480.342020.93969700.466310.906310.42262258.71780765.09902
2.904210.325570.94552710.487730.898790.43837268.77496775.19615
3.077680.309020.95106720.509530.891010.45399278.83176785.29150
3.270850.292370.95630730.531710.882950.46947288.88819795.38516
3.487410.275640.96126740.554310.874620.48481298.94427805.47723
3.732050.258820.96593750.577350.866030.50000309.00000815.56776
4.010780.241920.97030760.600860.857170.51504319.05539825.65685
4.331480.224950.97437770.624870.848050.52992329.11043835.74456
4.704630.207910.97815780.649410.838670.54464339.16515845.83095
5.144550.190810.98163790.674510.829040.55919349.21954855.91608
5.671280.173650.98481800.700210.819150.57358359.27362866.00000
6.313750.156430.98769810.726540.809020.58779369.32738876.08276
7.115370.139170.99027820.753550.798640.60182379.38083886.16441
8.144350.121870.99255830.781290.788010.61566389.43398896.24500
9.514360.104530.99452840.809780.777150.62932399.48683906.32456

11.430050.087160.99619850.839100.766040.64279409.53939916.40312
14.300670.069760.99756860.869290.754710.65606419.59166926.48074
19.081140.052340.99863870.900400.743140.66913429.64365936.55744
28.636250.034900.99939880.932520.731350.68200439.69536946.63325
57.289960.017450.99985890.965690.719340.69466449.74679956.70820
* * * * *0.000001.00000901.000000.707110.70711459.79796966.78233

9.84886976.85565
9.89949986.92820
9.94987997.00000

100 10.000007.07107



電卓動作の確認について

机上の電卓が正常に機能するか例①～③の数字を入力して，合っているかを

確認してください。不具合がある場合は挙手してください。

例① 小数点の確認

１．２２２２２２２と入力し，小数点が移動し表示されるのを確認

する。

例② 計算の確認

１２３４５６７８×０．９＝１１’１１１’１１０

９８÷７＋６５－４３＝３６

となることを確認する。

例③ 平方根の確認

２√と入力し，１．４１４２１３５となることを確認する。

※電卓は８桁しか入力できません。問題には，８桁を超える数値が現れる場合

もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。


