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１．はじめに 

わが国は，世界有数のプレート沈み込み帯に位置しているため，正確な測量に基づく測量成果を与

えた基準点であっても，時間が経過するにつれてその位置が変化していてしまうことは避けられない．

プレート運動による相対位置の変化は，例えば本州の太平洋岸と日本海岸の間では年間数 cm にも及

ぶ．しかし，測量が局所的に行われているならば，測量成果を固定した値としていても実用上の問題

はなかった． 

 ところが，GPS を利用した測量方式の導入に伴い，新点を設置する際に遠方の既知点を用いること

が可能となった．このため，広域の地殻変動による相対位置の変化が実際の測量結果に反映され，成

果値との間に無視できない差を生むことになった．しかも，測量成果を決定した時点から時間が経過

するほど，地殻変動による差は増大していく．局所的な測量で求めた測量成果と広域の測量結果との

不整合を解消するための方策が現実に必要となった． 

既知点の測量成果を常に現在の座標に改定することで，観測結果と既知点の測量成果との整合性を

保つことはできる．しかし，既知点の測量成果そのものが時間と共に常に変化していくのでは，位置

情報基準としての安定性が失われてしまう．このような設定では社会的混乱を招くおそれがあるとと

もに，測量成果を頻繁に改定するための，多大な経費と労力が必要となる． 

こうした問題に対応するため，測量成果を常時変化させるのではなく，各観測点の観測結果等に対

して基準日から観測日までの地殻変動を補正する手法（以下，「セミ・ダイナミック補正」という．）

を導入することとした．測量時期に応じた補正量は常時変動するのではなく一定期間毎に更新され，

この補正を観測値に加えることで，求める新点の測量成果と既知点の測量成果の基準日を統一する．

これによって広域の測量結果と既存の測量成果との整合性を確保し，位置情報基準としての安定性を

維持していくことが可能となる． 

 

２．研究内容 

 セミ・ダイナミック補正の実現には，地殻変動モデルの構築，地殻変動補正の標準化，補正量の提

供手法の開発等が必要である．平成 16 年度は，地殻変動モデルの素案を作成し，平成 17 年度は，こ

の素案を元に地殻変動モデルを求め，実際の測量データに適用した．適用した結果，測地成果 2000

との整合性が高まることを確認した．また，ネットワーク型 RTK-GPS での検証では，各社との測位結

果の差が１㎝程度まで一致することを確認した．平成 18 年度は，これまでの経緯を踏まえ，基準点体

系分科会（Ⅲ）の報告に基づき，測地部内に「セミ・ダイナミック測地系分科会」を設置し，「セミ・

ダイナミック補正要領案」作成について検討を行い，平成 19 年３月「セミ・ダイナミック補正要領（案）

及び同運用基準（以下，「要領（案）」という．）を定めた． 

また，昨年度に引き続き「ネットワーク型 RTK-GPS 測量における地殻変動補正手法の標準化」に関

しての調査を実施した． 

 国内のネットワーク型 RTK-GPS のデータ配信サービス会社全３社（平成 19 年３月現在）では，地殻



変動による影響を補正するサービスを提供している．今年度は，この３社の標準的な地殻変動補正方

式の検討を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１  セミ・ダイナミック補正要領（案）及び同運用基準 

 「要領（案）」は，基準点測量成果の算出において，プレート運動に伴う定常的な地殻変動量を補

正するための，セミ・ダイナミック補正に係る用語の定義，地殻変動モデルの作成方法，観測結果等

の補正方法及び監理方法等を定めたものであり，当面，国土地理院の実施する測量に対し，正確な座

標上の位置を求めるための基準を定めたものである． 

 この要領(案)では，セミ・ダイナミック補正の対象を，電子基準点及び高度地域基準点測量等により

検出可能な地殻変動とし，基準点の異常による個別の変動又は地震・火山活動による地域的な変動は対象

としない． 

要領にいうセミ・ダイナミック補正とは，測地成果 2000 の元期である 1997 年１月１日０時（以下，

「元期」という．）から観測を行った時点（以下，「今期」という．）までの間に生じた地殻変動の

量（以下，「地殻変動量」という．）を，今期の観測結果等に補正することによって，元期において

得られたであろう測量成果を求める計算のことをいう．として，その具体性を明確にした． 

また，セミ・ダイナミック補正の方法は，以下に掲げる２つの方法で補正することができるとした． 

（１）既知点の座標値を元期に固定し，基線解析を行った後，得られた各基線ベクトルにその始点に

おける地殻変動量を加え，終点における地殻変動量を差し引いて得られるベクトルを用いて，網平均

計算を行う（表－１の左側）． 

（２）既知点の元期の座標値から地殻変動量により今期の座標値を求め，今期の座標値として固定し

網平均計算を行った後，求めた新点の座標値を補正し元期に戻す（表－１の右側）． 

 今後は，基本測量への試験運用を行い，検証を行う予定である． 

 

（１） （２） 

既知点を元期に固定 

↓ 

基線解析 

↓ 

各基線ベクトルを補正する 

↓ 

網平均計算 

既知点の座標値を補正し今期に固定 

↓ 

基線解析 

↓ 

網平均計算 

↓ 

新点座標値を補正し元期に戻す 

表－１  セミ・ダイナミック補正の方法 

 

３．２  配信サービス会社の地殻変動補正方式の標準化への検証 

 地殻変動による電子基準点の変位が，電子基準点を用いたネットワーク型 RTK-GPS の測位結果に影

響を及ぼすのを確認し，セミ・ダイナミック補正の有効性を確認するため，活断層による地殻変動が

あると見られる神奈川県の三浦半島と通常のプレート運動に伴う地殻変動があると見られる千葉県房

総半島の鋸南町周辺の２ヶ所を実証実験地として調査を行った． 

  三浦半島地区の実証実験で得られた地殻変動補正結果を図－１～図－３に示す． 
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図－１ 三浦半島地区のＸ方向の地殻変動補正結

図－３ 三浦半島地区のＨ方向の地殻変動補正結

図－２ 三浦半島地区のＹ方向の地殻変動補正結
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 地殻変動補正の評価として，図－１～図－３は，実用成果を基準としてＡ社およびＢ社の地殻変動

補正結果と Kriging 法による地殻変動補正結果をプロットしたものである． 

 Kriging 法による地殻変動補正は，表－２のとおり各方向ともきわめてよく実用成果と一致してい

る． 

 一方，各社の補正方式との比較では，表－３のとおりであった．平均値でみると各社ともＸ方向は

Kriging 法とほぼ同じ値であったが，Ｙ方向が約 30[mm]，Ｈ方向が約 70[mm]前後の系統的な差がみら

れる． 

 各社の地殻変動補正方式と国土地理院の標準方式である Kriging 法による地殻変動補正では大きな

較差はないため，このまま各社の方式を採用しても公共基準点の成果に大きな影響はないものと考え

られる． 

しかし，系統的な誤差原因の究明は必要である． 

 

Kriging 法  A 社 B 社 
(ｍ) 

dX dY ｄＨ  
(ｍ) 

ｄX dY dH dX dY Dh 

最大値 0.022 0.011 0.033  最大値 0.010 -0.023 0.084 0.014 -0.014 0.090 

最小値 -0.004 -0.023 -0.045  最小値 -0.008 -0.039 0.060 -0.007 -0.040 0.032 

絶対値 0.022 0.023 0.045  絶対値 0.010 0.039 0.084 0.014 0.040 0.090

平均値 0.009 -0.007 -0.011  平均値 -0.001 -0.031 0.076 0.005 -0.027 0.066 

 

 

４．まとめ 

定常的な地殻変動に起因する既知点の位置の変化によって「測地成果」を頻繁に改訂しなくてはな

らないといった問題は，セミ・ダイナミック補正の導入により回避される．また，これにより広域的

な既知点を活用した測量方式の可能性も広がることになる．一方，これまで蓄積された測量結果，公

共測量成果，といった資産を生かすため，近傍の既知点に準拠した測量も継続することで，異なった

測量手法から得た成果の整合性を確保していかなければならない． 

  なお，セミ・ダイナミック補正の公共測量への適用は，十分な調査を行う必要がある． 
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表－２  Kriging 法による地殻変動

補正量果 
表－３  Kriging 法と各社の地殻変動補正量との比較 


