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【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 

第１回 
〔第 11 問〕 
問１ 道路境界確認図の座標系の座標値から，土地家屋調査士の座標系の座標値への

「座標変換」。 
既知点と既知点を結ぶ「直線上の点」の座標値。 
既知点と既知点の間を，指定された比率で内分する「内分点」の座標値。 

問２ 用紙により地積測量図を作成する場合において，地積測量図をもって土地所在図

を兼ねるための要件を問い，その正確な記載を求める。 
問３ 自然人から申請する土地表題登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容及び添

付情報の内容の正確な理解を求める。 
問４ 500 分の 1 の縮尺による土地所在図兼地積測量図の作成（図の正確な描画を含

む。）を求める。 
 

〔第 12 問〕 
問１ 不動産登記の対象となる建物の要件を規定している不動産登記規則第 111 条の

内容を問い，その正確な記載を求める。 
問２ 2 棟の建物を新築した後に，その中間を増築して合体した建物について，法人か

ら申請する建物表題登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容及び添付情報の

内容の正確な理解を求める。併せて，表示の対象としない主な部分の構成材料及

び屋根の種類についての正確な理解，吹抜け，煙突及び出窓の取扱いについての

正確な理解，並びに，木造及びコンクリートブロック造の建物の床面積の計算方

法の正確な理解を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。 
 

〔第 13 問〕 
問１ 原始取得者である法人から申請する階層的区分建物についての区分建物表題登記

の申請書の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容，鉄筋コンクリート造

の建物の床面積の計算方法及び公正証書による規約（規約による敷地利用権の割

合の定めを含む。）についての正確な理解を求める。併せて，スケルトンインフ

ィル住宅についての正確な理解を求める。 
問２ 不動産登記法第 48 条第 1 項の規定によるいわゆる一括申請の要請が定められた

理由を問い，その正確な記載を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建

物の実線，点線，一点鎖線及び内部距離の記載を求め，その正確な理解を求める。 



ＬＥＣ東京リーガルマインド       土地家屋調査士 2022 範囲指定答練       書式問題 出題の趣旨 

2                              複製・頒布を禁じます。 

【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 

第２回 
〔第 11 問〕 
問１ 基準点からの平面距離及び観測角を用いて求めるいわゆる「放射点」の座標値を

2 点。 
直線上の 2 点の座標値が与えられている「2 与点の直線」と，ある直線に対して

垂直で 1 与点を通る「与直線に垂直で１与点を通る直線」との交点計算。 
問２ 筆界に関する知識（不動産登記法第 123 条第 1 号の筆界の定義を含む。）を問い，

その正確な記載を求める。 
問３ 所有権の登記名義人の相続人全員から申請する土地についての表題部の変更の登

記又は更正の登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容及び添付情報の内容の

正確な理解を求める。併せて，文字で表現された相続関係を元に，所有権の登記

名義人の相続人を特定する知識（養子縁組前の養子の子，廃除の審判確定及び欠

格事由該当に関する知識を含む。）についての正確な理解を求める。 
問４ 250 分の 1 の縮尺による地積測量図の作成（図の正確な描画及び用紙の右半面内

に図を描画する技量を含む。）を求める。 
 

〔第 12 問〕 
問１ 登記の対象となる区分建物の成立要件に関する知識を問い，その正確な記載を求

める。 
問２ 自然人から申請する合体による登記等（所有権保存の登記を含む。）の申請書の

作成を問い，申請情報の内容（存続登記に関する知識を含む。），添付情報の内容，

並びに，課税価格及び登録免許税額の正確な理解を求める。併せて，高床式の建

物の構造の表現及び鉄骨造の建物の床面積の計算方法についての正確な理解を求

める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。 
 

〔第 13 問〕 
問１ 一棟の建物に属する他の区分建物の所有者に代位して，自然人から申請する階層

的区分建物についての区分建物表題登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容，

添付情報の内容及び規約（規約敷地を定める規約，並びに，敷地権の登記原因及

びその日付を含む。）についての正確な理解を求める。併せて用途性（人貨滞留

性）がない階段室の取り扱いに関する知識についての正確な理解を求める。 
問２ 原始取得者から区分建物の所有権を取得した者が申請する区分建物表題登記の代

位原因を問い，その正確な記載を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建

物の実線及び点線の記載を求め，その正確な理解を求める。 
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【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 
第３回 
〔第 11 問〕 
問１ 登記所に備え付けられている地積測量図の記録事項から，「Arcsin との組合せ」

により求める点の座標値。 
登記所に備え付けられている地積測量図の記録事項から，「余弦定理との組合
せ」により求める点の座標値。 
直線上の 2 点の座標値が与えられている「2 与点の直線」と，直線上の 1 点の座
標値が与えられていてＸ軸に平行な「Ｘ軸に平行で１与点を通る直線」との交点
計算。 

問２ 所有権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する登記の申請書（分筆の前提
として地積更正登記の要否の判断，並びに，同一の土地について申請する地積更
正登記及び分筆登記を一の申請情報により申請することの可否の判断を含む。）
の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容，登録免許税額及びみなし規約
敷地の正確な理解を求める。 

問３ 「区分建物表題部の変更登記（敷地権抹消）」の添付情報，並びに，登記原因及
びその日付を問い，その正確な記載を求める。 

問４ 250 分の 1 の縮尺による地積測量図の作成（図の正確な描画を含む。）を求める。 
 
〔第 12 問〕 
問１ 自然人から申請する建物表題部の変更登記の申請書の作成を問い，申請情報の内

容（所在地番変更，主である建物及び附属建物の合体，並びに，附属建物の滅失
を含む。），添付情報の内容及び木造の建物の床面積の計算方法についての正確な
理解を求める。併せて，賃借人による増築，民法第 242 条の不動産と動産の付
合の論点についての正確な理解を求める。 

問２ 問１の登記の申請適格者を問い，登記記録の権利部の記録事項を正確に読み取る
技能を求める。併せて，民法第 252 条但書の共有物の保存行為の理解を問い，
その正確な記載を求める。 

問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作
成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。各階平面図については，1 階
及び 2 階の形状が同一形状ではあるが，同位置にない場合の作図の技量を問う。
建物図面については，建物の形状を先に描く方法（結果的に方位記号が用紙に対
して斜めの方向を向く。）又は土地の形状を先に描く方法（方位記号が用紙の上
の方向を向く。）のどちらも可能な形状を出題し，作図の技量を問う。 

 
〔第 13 問〕 
問１ 2 棟の表題登記がある非区分建物の中間に縦断的区分建物を新築した場合におい

て，新築した区分建物の原始取得者が，表題登記がある非区分建物（非区分建物
である附属建物を含む。）の所有権の登記名義人に代位して申請する建物表題部
の変更登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容，並びに，
木造及び鉄骨造の建物の床面積の計算方法についての正確な理解を求める。 

問２ 問１で申請したもの以外の区分建物についての敷地権の割合を問い，その正確な
記載を求める。 

問３ 問１の場合と異なり，仮に，表題登記がある非区分建物の所有権の登記名義人が，
新築した区分建物の原始取得者に代位して申請する区分建物表題登記の代位原因
を問い，法定代位に関する正確な理解を求める。 

問４ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作
成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建
物の実線及び点線の記載を求め，その正確な理解を求める。 



ＬＥＣ東京リーガルマインド       土地家屋調査士 2022 範囲指定答練       書式問題 出題の趣旨 

4                              複製・頒布を禁じます。 

【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 

第４回 
〔第 11 問〕 
問１ 筆界線に平行に「セットバック」した点の座標値。 

筆界線に平行にセットバックした点を頂点とする「隅切り」の座標値を 2 点。 
併せて，座標値の絶対値が大きな数値の場合の計算の技量を問う。 

問２ 土地の一部が別の地目となったときは，所有権の登記名義人に土地一部地目変更

分筆登記の申請義務が課せられるかどうかを問い，その正確な記載を求める。 
問３ 自然人から申請する土地一部地目変更分筆登記の申請書（分筆の前提として地積

更正登記の要否の判断を含む。）の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内

容及び登録免許税額の正確な理解を求める。 
問４ 250 分の 1 の縮尺による地積測量図の作成（図の正確な描画を含む。）を求める。

併せて，座標値の絶対値が大きな数値の場合の作図の技量を問う。 
 

〔第 12 問〕 
問１ 建物の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記の登記の目的及び

添付情報を問い，その正確な記載を求める。 
問２ 表題部所有者（自然人）から申請する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の

申請書の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容（同一の建物について申

請する分割登記及び合併登記を一の申請情報により申請することの可否の判断を

含む。），並びに，木造及び鉄骨造の建物の床面積の計算方法についての正確な理

解を求める。併せて，特殊階を階数及び床面積に算入することの要否の判断につ

いての正確な理解を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。 
 

〔第 13 問〕 
問１ 隣接する 2 個の区分建物を，登記記録上 1 個の建物とする登記を問い，その正

確な記載を求める。 
問２ 自然人から申請する建物区分登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容，添付

情報の内容（敷地権の割合，並びに，登記原因及びその日付を含む。），登録免許

税額及び鉄骨造の建物の床面積の計算方法についての正確な理解を求める。併せ

て，一棟の建物の所在として記録すべき土地についての正確な理解を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建

物の実線，点線及び一点鎖線の記載を求め，その正確な理解を求める。 
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【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 

第５回 
〔第 11 問〕 
問１ 直線上の 1 点の座標値及び当該直線の方向角による「1 与点＋方向角の直線」ど

うしの交点計算，又は，「正弦定理との組合せ」により求める点の座標値。 
分割する土地の面積が指定されている「面積指定分割」（内分点計算，又は，二

辺夾角法を用いる。）の座標値。 
併せて，座標値がマイナスの数値の場合の計算の技量を問う。 

問２ 不動産登記法第 41 条の合筆の登記の制限，及び，不動産登記規則第 105 条第 1
号及び第 2 号の合筆の登記の制限の特例に関する知識を問い，その正確な記載

を求める。 
問３ 自然人から申請する土地分合筆登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容及び

添付情報の内容（申請人が登記名義人であることを確認するために必要となる土

地家屋調査士が作成した情報，地役権の登記がある承役地について当該登記を申

請する場合の申請情報及び添付情報を含む。）の正確な理解を求める。 
問４ 250 分の 1 の縮尺による地積測量図の作成（図の正確な描画を含む。）を求める。

併せて，座標値がマイナスの数値の場合の作図の技量及び作図対象の土地の筆界

線の延長線ではない「ひげ線」の作図の技量を問う。 
 

〔第 12 問〕 
問１ 不動産登記令第 4 条但書の規定による一の申請情報の内容を問い，その正確な記

載を求める。 
問２ 自然人から申請する建物表題部の変更登記及び建物表題部の更正登記の申請書の

作成を問い，申請情報の内容（えい行移転，構造の錯誤，建物の分棟及び一部取

壊しを含む。），添付情報の内容及び木造の建物の床面積の計算方法についての正

確な理解を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。建物図面については，斜めの

筆界線に平行な建物の作図及び寸法が明示されていないひげ線の作図の技量を問

う。 
 

〔第 13 問〕 
問１ 登記記録上，別個独立の建物として登記されている数個の建物を，建物の物理的

現況に何らの変更を加えることなく，登記記録上一個の建物とする登記に関する

知識を問い，その正確な記載を求める。 
問２ 法人から申請する階層的区分建物についての区分建物合併登記（区分合併，合併

後も区分建物）の申請書の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容（添付

情報として提供する登記済証及び登記識別情報を含む。）及び登録免許税につい

ての正確な理解を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建

物の実線，点線及び一点鎖線の記載を求め，その正確な理解を求める。 



ＬＥＣ東京リーガルマインド       土地家屋調査士 2022 範囲指定答練       書式問題 出題の趣旨 

6                              複製・頒布を禁じます。 

【22範囲指定答練 書式問題 出題の趣旨】 

第６回 
〔第 11 問〕 
問１ 計画道路の中心点（2 点）を通る直線に平行で幅員の指定がある「与直線に平行

で 1 与点を通る直線」と，直線上の 2 点の座標値が与えられている「2 与点の直

線」との交点計算を 2 点。 
併せて，座標値がマイナスかつ絶対値が大きい数値の場合の計算の技量を問う。 

問２ 一筆の土地の一部を目的とする売買契約と，民法第 423 条の規定による債権者

代位権に関する知識を問い，その正確な記載を求める。 
問３ 代位者である法人から申請する分筆の登記の申請書（分筆の前提として地積更正

登記の要否の判断，並びに，同一の土地について申請する地積更正登記及び分筆

登記を一の申請情報により申請することの可否の判断を含む。）の作成を問い，

申請情報の内容，添付情報の内容及び登録免許税額の正確な理解を求める。 
問４ 250 分の 1 の縮尺による地積測量図の作成（図の正確な描画を含む。）を求める。

併せて，座標値がマイナスかつ絶対値が大きい数値の場合の作図の技量を問う。 
 

〔第 12 問〕 
問１ 法人から申請する建物表題部の変更登記の申請書の作成を問い，申請情報の内容

（主である建物が滅失して附属建物を主である建物に変更，敷地権付区分建物で

ある附属建物の新築，数次にわたる表題部の変更の中間省略の論点を含む。），添

付情報の内容及び鉄骨造の建物の床面積の計算方法についての正確な理解を求め

る。 
問２ 新たに新築した建物を，問１の建物の主である建物とするために必要となる登記

を問い，その正確な記載を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。 
 

〔第 13 問〕 
問１ 自然人から申請する階層的区分建物についての区分建物区分登記の申請書（一棟

の建物についての構造の変更の登記及び区分登記を一の申請情報により申請する

ことの可否の判断を含む。）の作成を問い，申請情報の内容，添付情報の内容，

一部の区分隔壁の厚さが異なる場合の床面積の計算方法及び規約（規約による敷

地利用権の割合の定めを含む。）についての正確な理解を求める。 
問２ 同一の一棟の建物に属する他の区分建物の表題部の変更又は更正の登記の効力を

問い，その正確な記載を求める。 
問３ 250 分の 1 の縮尺による各階平面図及び 500 分の 1 の縮尺による建物図面の作

成（それぞれ図の正確な描画を含む。）を求める。併せて，建物図面における建

物の実線，点線，一点鎖線及び内部距離の記載を求め，その正確な理解を求める。 


