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1　はじめに
　測量士補試験は、例年文章問題が全体の 7割を占め、そのほとんどが作業規程の準則からの出題
となっています。作業規程の準則は公共測量に従事するうえでの作業マニュアルに相当するので、
内容は実務的であり、解説書も少ないことから、その学習に悩む受験生は少なくありません。そこ
でこのノートでは、特に本試験に繰り返し出題されている条文を抜粋し、その規定の意味や理由を
解説していきます。多角測量から始まる各測量科目の基本内容を学習した後に作業規程の準則の内
容を見ていくことで、基本→応用の流れで本試験に必要な知識を修得できます。（本文及び準則で
重要な部分は下線を引いています）

2　作業規程の準則とは
□作業規程の準則は、測量法の規定に基づく技術的な規範である。

【測量法　第 33条（作業規程）】
1　�測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、

観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国
土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2　公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

○�作業規程とは、測量法第 33 条の規定に基づき、測量計画機関（主に都道府県・市区町村）が公
共測量を実施しようとする際に、あらかじめ作成しておくべき技術マニュアルをいいます。
一般に製品を高品質で製造するには、前もって設計書や仕様書を作成して、製造工程や品質の基

準等を定めておく必要があります。公共測量の成果は、後続の測量や各種都市整備の基盤となるた
め、その公共性・重要性から、一定の品質、すなわち信頼できる精度を安定的に確保するために、
あらかじめ作業規程を作成し、公共測量はその作業規程に基づいて実施しなければなりません。

○�作業規程は各測量分野ごとに作成し、その内容は、観測に使用する機器の性能、観測方法、座標
値等を計算するための計算方法（計算式）及び許容範囲（要求されている精度を満たすための制
限値）です。

【測量法　第 34条（作業規程の準則）】
国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。

○�準則とは、「規範」を意味します。したがって作業規程の準則は、もともと国土交通省自らが公
共測量を実施するための公共測量作業規程の規範として制定されました。その内容は標準的な測
量方法等を網羅しているので、他の地方公共団体等が実施する公共測量にも適用できるものとな
っています。また測量計画機関が公共測量の実務的な技術マニュアルを 0から作成するのは現実
的ではないこともあり、作業規程の準則は、実質公共測量作業規程のひな形又はモデルとして利
用されています。
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測量計画機関は、作業規程の準則をモデルとして必要に合わせて一部を改変して自身の公共測
量作業規程とすることもできますが、多くの地方自治体では作業規程の準則をそのまま自身の公
共測量作業規程としています。言わば作業規程の準則は、ローカルルールと対比できる全国ルー
ルと見ることができます。どちらにしても、作業規程を作成する趣旨を鑑み、前条 1項にあると
おり、作成した公共測量作業規程は、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。

○�作業規程の準則は、その趣旨から、測量機器及び技術の進歩、それに伴う測量方式の変化に応じ
て、定期的に見直し改正されます。直近では、平成 28 年 3 月 31 日に一部改正され、同年 4月 1
日に施行されました。その目次は、以下のとおりです。

　第 1編　総則（第 1条～第 17 条）
　第 2編　基準点測量（第 18 条～第 77 条）
　　第 1章　通則
　　第 2章　基準点測量
　　第 3章　水準測量
　第 3編　地形測量及び写真測量（第 78 条～第 378 条）
　　第 1章　通則
　　第 2章　現地測量
　　第 3章　車載写真レーザ測量
　　第 4章　空中写真測量
　　第 5章　既成図数値化
　　第 6章　修正測量
　　第 7章　写真地図作成
　　第 8章　航空レーザ測量
　　第 9章　地図編集
　　第 10 章　基盤地図情報の作成
　第 4編　応用測量（第 379 条～第 466 条）
　　第 1章　通則
　　第 2章　路線測量
　　第 3章　河川測量
　　第 4章　用地測量
　　第 5章　その他の応用測量

　今回の改正のトピックは、第 3編に第 3章として車載写真レーザ測量が導入された点です。グー
グルマップのストリートビュー作成の測量版と考えれば分かりやすいと思います。今後恐らくドロ
ーンを使った写真測量も改正を経て導入されると予想されます。
　作業規程の準則の全文は、国土地理院のＨＰから閲覧又はダウンロードができます。すべての条
文を網羅するのは非現実的ですし、またまだ出題されていない車載写真レーザ測量を取り上げるの
も無理がありますので、この講座では、本試験の出題傾向に沿って、下線を引いた測量技術の重要
条文を取り上げることとします。
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3　基準点測量
□基準点測量とは、既知点に基づき、基準点の位置又は標高を求める作業をいう。
□�基準点測量は、基準点の位置を求める狭義の基準点測量と、標高を求める水準測量とに区分され
る。狭義の基準点測量は、TS等観測によるものとGNSS 観測によるものとに区分され、水準測
量はレベルと標尺を使用する直接水準測量について規定する。

【作業規程の準則　第 21 条（要旨）】
1 ～ 3　省略
4　GNSS とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をい 

い、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo 等の衛星測位システムがある。
GNSS 測量においては、GPS、準天頂衛星システム及び GLONASS を適用する。なお、準
天頂衛星は、GPS 衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星を
GPS・準天頂衛星と表記する。

 過去問 　H25-No.7
○�基準点測量の方式の 1つとして、GNSS（Global�Navigation�Satellite�System：全地球衛星測位
システム）があります。GNSS とは、測位信号を送信する人工衛星の電波を受信して、その受信
位置（3次元）を高精度に求める測量技術をいいます。各国のGNSS は、アメリカがGPS、ロシ
アがGLONASS（グロナス）、欧州連合がGaliieo（ガリレオ）、我が国が準天頂衛星システムです。
このうち現時点で公共測量として準則上使用可能としているのは、GPS、GLONASS、準天頂衛
星システムです。
GPS と GLONASS は、座標系が異なる別システムですが、準天頂衛星システムはGPS の補完

として開発されたので、「準天頂衛星は、ＧＰＳ衛星と同等の衛星として扱うことができる」と
規定されました。

○�準天頂衛星システムとは、常に日本の天頂付近に 1機の衛星が見えるように、複数の衛星が準天
頂軌道と呼ばれる傾斜地球同期軌道を周る衛星測位システムをいいます。24 時間サービスのた
め予備を含めて 4機体制で運用することとし、その初号機「みちびき」が平成 22 年 9 月に打ち
上げられました。我が国は、山間部では森林や崖、都市部では高層ビルや集合住宅等が建ち並び、
そのため受信できる測位衛星数が限られてしまうので、1機を日本の上空（ほぼ真上）に位置す
るように配置し、GPS 信号とほぼ同一の測位信号を送信することで、これまで測位が難しかっ
た山やビルなどでも、準天頂衛星を加えることで衛星による測位が可能となりました。

【作業規程の準則　第 22 条（既知点の種類等）】
1 ～ 2　省略
3　1 級基準点測量及び 2 級基準点測量においては、既知点を電子基準点（付属標を除く。以

下同じ。）のみとすることができる。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただ
し、既知点とする電子基準点は、作業地域近傍のものを使用するものとする。

4　省略

○�基準点は、均一な精度を保つため一般に、「四等三角点（国家基準点：国土地理院が整備）→ 1
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級基準点→ 2級基準点→ 3級基準点→ 4級基準点」の流れで、疎から密へと段階的・階層的に整
備します。例えば 4級基準点は一般に 1～ 3 級基準点を既知点として点間距離 50mを標準とし
て整備されるので、その整備が済んでいる地域は、所要の精度を満たした地積測量図等が作成で
きるということになります。

○�電子基準点とは、全国 1300 か所に設置された固定の GNSS の連続観測点をいい、その観測デー
タが国土地理院に送信され、リアルタイムの観測点の位置を計算することで地殻変動等を把握す
ることができます。
電子基準点を既知点として利用する（電子基準点の衛星受信データを基線解析計算に含める）

なら、既知点にアンテナ・受信機を整置する必要がなく、現地作業の高効率化を図ることができ
ます。しかし電子基準点は約 20km間隔で設置されているので、新設点との距離が長距離に及び、
地殻変動による歪み（電子基準点の既知点としての座標値と観測による実際の位置とのずれ）が
新設点の座標値に影響を与え、近隣の既設の基準点との整合性が取れなくなるため、その歪みを
補正するセミ・ダイナミック補正が必要となります。1 級基準点測量及び 2級基準点測量につい
て、その補正による整合性の検証が取れたので、「既知点を電子基準点のみとすることができる」
となりました。今回の改正で、２級基準点測量も電子基準点のみを即知点として設置することが
できることとなりましたので、その場合は、１級基準点を設置する必要がなくなりました。

【作業規程の準則　第 37 条（観測の実施）】
1　観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。
2　観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
一　ＴＳ等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が

不可能な機器は、1 対回の繰り返し観測を行うものとする。（表省略）
イ　器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。
ロ　ＴＳを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1 視準で同時に行

うことを原則とするものとする。
ハ　水平角観測は、1 視準 1 読定、望遠鏡正及び反の観測を 1 対回とする。
ニ　鉛直角観測は、1 視準 1 読定、望遠鏡正及び反の観測を 1 対回とする。
ホ　距離測定は、1 視準 2 読定を 1 セットとする。
ヘ　距離測定に伴う気温及び気圧（本章において「気象」という。）の測定は、次のとおり

行うものとする。
（1）　ＴＳ又は測距儀を整置した測点（以下「観測点」という。）で行うものとする。た

だし、3 級基準点測量及び 4 級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大
　 気圧を用いて気象補正を行うことができる。

（2）　気象の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。
（3）　省略

ト　水平角観測において、対回内の観測方向数は、5 方向以下とする。
チ　観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、データコレクタを用

いない場合は、観測手簿に記載するものとする。
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リ　ＴＳを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観測値及
び距離測定値は、すべて採用し、その平均値を用いることができる。

 過去問 　H22-No.6、H23-No.7、H26-No.5
○�観測の実施に際しては、観測漏れを防ぐために、事前に観測図を作成し、現地に持参してその図
に基づいて観測作業を行います。観測図は、TSの場合は水平角観測と距離測定の方向、GNSS
の場合はセッション（同一の時間帯で衛星の電波を受信するグループ）を記入します。

かし電子基準点は約２０ 間隔で設置されているので、新設点との距離が長距離に及び、地殻変動

による歪み（電子基準点の既知点としての座標値と観測による実際の位置とのずれ）が新設点の座

標値に影響を与え、近隣の既設の基準点との整合性が取れなくなるため、その歪みを補正するセミ・

ダイナミック 補正が必要となります。１級基準点測量及び２級基準点測量について、その補正に

よる整合性の検証が取れたので、「既知点を電子基準点のみとすることができる」となりました。

○観測の実施に際しては、観測漏れを防ぐために、事前に観測図を作成し、現地に持参してその図に

基づいて観測作業を行います。観測図は、 の場合は水平角観測と距離測定の方向、 の場合は

セッション（同一の時間帯で衛星の電波を受信するグループ）を記入します。

【作業規程の準則 第３７条（観測の実施）】

１ 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。 
２ 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。 
一 ＴＳ等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機

器は、１対回の繰り返し観測を行うものとする。（表省略） 
イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。 
ロ ＴＳを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、１視準で同時に行うことを原

則とするものとする。 
ハ 水平角観測は、１視準１読定、望遠鏡正及び反の観測を１対回とする。 
ニ 鉛直角観測は、１視準１読定、望遠鏡正及び反の観測を１対回とする。 
ホ 距離測定は、１視準２読定を１セットとする。 
ヘ 距離測定に伴う気温及び気圧（本章において「気象」という。）の測定は、次のとおり行うものとす

る。 
（１） ＴＳ又は測距儀を整置した測点（以下「観測点」という。）で行うものとする。ただし、３級基準点

測量及び４級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正

を行うことができる。 
（２） 気象の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。 
（３） 省略 
ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、５方向以下とする。 
チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、データコレクタを用いない場合は、
観測手簿に記載するものとする。 

リ ＴＳを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観測値及び距離測
定値は、すべて採用し、その平均値を用いることができる。 

　もととなる平均図� TS の場合の観測図　　　　　GNSSの場合の観測図（受信機 3台）

○ �TS を使用する場合は、方向観測法により観測します。方向観測法とは、同一目標に対して正位
と反位での観測を 1対回とし、複数の目標を連続的に観測する、効率と精度の良い方法をいいま
す。対回数は、1級基準点測量～ 4級基準点測量別に規定された回数で実施します。（表省略）

○�新設点の標高も求めるため、作業者がTSを整置した測点では器械高、角度・距離を測定する測
点では反射鏡高、角度のみを観測する測点では目標高を測定し、TSに点名とともに入力します。

○ �TS の特性を生かすため、各目標の水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準（目標中心
に十字線交点を合わせる）で同時に行います。水平角及び鉛直角は、目標を視準した時点で液晶
パネルに表示されますが、距離測定は距離測定ボタンを押すことで測定されます。したがって距
離測定の「1 視準 2読定」とは、目標中心に十字線交点を合わせた後、距離測定ボタンを 2回押
すことを意味します。それにより距離較差から距離測定の精度を確認することができます。（正
位の時に 2回測定を 1セットし、反位に切り替えた時もう 1セット行うことで、セット内較差及
びセット間較差で距離測定の精度を確認します。）

○ �TS は光を変調させて波長を作り、1波長をものさしとして 2点間の距離を測定しているので、
測定値は光の速度の変化の影響を受けます。（光速の変化は物差しの伸び縮みと同じ現象）光速
の変化はその時の大気の状態の影響を受けるので、その変化による誤差を補正するには、距離測
定時の気象要素（気温・気圧・湿度）を測定しなければなりません。測定した値をTSに入力す
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ることで、誤差を補正した距離が表示されます。ただし、3 級基準点測量及び 4級基準点測量に
おいては、測定する距離が比較的短いので、もともと影響量の小さい気圧の測定を省略すること
ができます。これにより現地でのひと手間を省くことができます。

○�方向観測法における視準する目標の数は、精度と効率をバランスさせるために 5 方向以下としま
す。基準点網の交点（路線が交わる点）では視準する方向が基準方向を含めて 3方向以上となり
ます。交点において目標すべてを一度に観測しようとすると、観測にかかる時間が長くなり、目
標の数が多くなるほど観測の精度が悪くなります。それで作業規程の準則では、1対回の観測の
うち、視準する目標の数の上限を 5方向と定めています。

【作業規程の準則　第 37 条（観測の実施）】（続き）
二　GNSS 観測は、次により行うものとする。

イ　観測距離が 10 キロメートル以上の観測は、1 級 GNSS 測量機により 2 周波で行う。
ただし、2 級 GNSS 測量機を使用する場合には、観測距離を 10 キロメートル未満にな
るよう節点を設け行うことができる。

ロ　観測距離が 10 キロメートル未満の観測は、2 級以上の性能を有する GNSS 測量機に
より 1 周波で行う。ただし、1 級 GNSS 測量機による場合は 2 周波で行うことができる。

ハ　GNSS 観測の方法は、次表を標準とする。

観測方法 観測時間 データ取得間隔 摘　　要

スタティック法

120 分以上 30 秒以下 1～ 2級基準点測量（10km以上）

60 分以上 30 秒以下
1～ 2級基準点測量（10km未満）
3～ 4級基準点測量

短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 3～ 4級基準点測量

キネマティック法 10 秒以上※ 1 5 秒以下 3～ 4級基準点測量

ＲＴＫ法　※ 3 10 秒以上※ 2 1 秒 3 ～ 4 級基準点測量

ネットワーク型
ＲＴＫ法　※ 3

10 秒以上※ 2 1 秒 3 ～ 4 級基準点測量

備　考 ※ 1　10 エポック以上のデータが取得できる時間とする。
※ 2　�FIX 解を得てから 10 エポック以上のデータが取得できる時間

とする
※ 3　後処理で解析を行う場合も含めるものとする。
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ニ　観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。

観測方法

ＧＮＳＳ衛星の組合せ

スタティック法 短縮スタティック法
キネマティック法
ＲＴＫ法

ネットワーク型ＲＴＫ法

GPS・準天頂衛星 4 衛星以上 5 衛星以上

GPS・準天頂衛星
及びGLONASS 衛星

5衛星以上 6衛星以上

摘　要 １．GLONASS 衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星及び及び
GLONASS 衛星を、それぞれ２衛星以上を用いること。
２．スタティック法による 10km以上の観測では、GPS・準天頂衛星を用いて
観測する場合は 5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及び及びGLONASS 衛星
を用いて観測する場合は 6衛星以上とする。

ホ　アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。
へ　標高の取付観測において、距離が 500 メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差

として使用できる。
ト ＧＮＳＳ衛星の作動状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとす

る。
チ ＧＮＳＳ衛星の最低高度角は 15 度を標準とする。
リ～ヲ　省略

三　省略

 過去問 　H19-1-D、H22-No.4、H24-No.4、H26-No.7、H27-No.7、H27-No.8、H28-No.8
○ �GNSS の観測方法の選択は、実施する基準点測量の級と測点数により決定します。例えば 1級
基準点測量又は 2級基準点測量でしたら、観測の精度上スタティック法の一択になります。スタ
ティック法とは、すべての測点において、アンテナを三脚上に据え付け、60 分～ 120 分間衛星
からの電波を受信・記録する方法をいいます。60 分以上か 120 分以上かの違いは、測点間の距
離が 10km以上か未満かで異なります。10km以上の場合は、電離層による電波伝搬遅延誤差を
補正する必要があるため、L1 帯の電波とL2帯の電波を同時に受信できる 1 級 GNSS 測量機（ア
ンテナと受信機のセット）を使用して、120 分の観測を実施します。
4級基準点測量でしたら、精度上すべての観測方法を選択できますが、測点数が多いため、1

セッション当たり 60 分以上かかるスタティック法や 20 分以上かかる短縮スタティック法は実用
的ではありません。測点数が多い場合は、機動力の良いネットワーク型RTK法が適当といえま
す。ネットワーク型 RTK法とは、RTK法（リアルタイムキネマティック法）の発展型で、他
の観測方法が GNSS 測量機が最低 2台必要なところ、電子基準点の観測データを利用すること
により 1台で済む方法をいいます。アンテナを専用のポールに取り付け、10 秒間測点上で静止
して衛星の電波を受信すれば、測点の三次元座標が求まります。
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○�観測の時間帯の計画は、事前に衛星の飛来情報を入手して、必要衛星数を確保できる時間帯を選
ぶ必要があります。この時 GPS のみよりも GLONASS も併用すれば、受信できる衛星数が多く
なり、結果としてどの時間帯でも観測できることになります。
GPS のみを使用する場合は、スタティック法では、2機の衛星を 1組として、それが 3組あっ

て測点の三次元位置が計算できるので、必要衛星数は 4 衛星以上になります。（A衛星－B衛星、
B衛星－C衛星、C衛星－D衛星の組合せ。A衛星－C衛星は、「A衛星－B衛星＋ B衛星－C
衛星」と同じになるので使えません。）
GLONASS も併用する場合は、GPS-GLONASS の計算ができないために、スタティック法で

は GPS 衛星及び GLONASS 衛星をそれぞれ 2衛星以上の計 5 衛星以上になります。（GPS Ⓐ衛
星－GPS Ⓑ衛星、GLONASS ①衛星－GLONASS ②衛星、GLONASS ②衛星－GLONASS ③衛
星の組合せ、又は GPS Ⓐ衛星－GPS Ⓑ衛星、GPS Ⓑ衛星－GPS Ⓒ衛星、GLONASS ①衛星－
GLONASS ②衛星の組合せ）

○�測位計算で求められる三次元位置は、直接的にはアンテナの受信点ですので、標識を埋設した観
測点の三次元位置を求めるには、受信点と観測点間のアンテナ高を測定する必要があります。

○�天球上において衛星が片寄った配置で観測しますと位置の精度が悪くなるため、高精度な測位を
するには、衛星が均等に散らばった時間帯を選んで観測する必要があります。観測スケジュール
支援ソフトを使用して、その時間帯を絞り込みます。

○�高度が低い衛星の電波を受信しますと、電波が長時間対流圏を通過することで結果的に位置の精
度が悪くなるため、受信高度角を 15 度以上に設定し、それより低い衛星の電波は受信しないよ
うにします。

【作業規程の準則　第 41 条（計算の方法等）】
1 ～ 3　省略
4　GNSS 観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。
一　計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。（表省略）
二　ＧＮＳＳ衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。

スタティック法 ネットワーク型RTK法


