
準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発（７年次） 
 
 

実施期間          平成 15 年度～平成 21 年度 

測地観測センター衛星測地課 川元 智司   吉田 賢司 

古屋 有希子   

測地観測センター      矢来 博司   宮川 康平 

 

１．はじめに 

国土地理院では平成 15 年度から平成 22 年度にかけて国土交通省総合技術開発プロジェクト「準天

頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発」を実施している． 

準天頂衛星は，GPS 衛星の「補完」と「補強」という２つの側面を持ち合わせている．「補完」とは，

準天頂衛星を天頂付近に配置させ，GPS 互換信号を送信することで衛星の幾何学的配置を改善する機

能をいう．また「補強」とは，測位の誤差要因を補正する情報を配信することで測位精度を向上させ

る機能をいう．本プロジェクトでは，後者の「補強」技術について測量向けの高精度測位補正技術を

開発し，その補正情報の効果について検証した． 

 

２．研究内容 

２．１ 準天頂衛星による高精度測位補正システムの概要 

今回開発したシステムでは，まず，測量用補正情報生成・配信装置において，全国の電子基準点の

リアルタイムデータと超速報暦を用いて，GPS 測量の誤差要因を補正するための情報を生成する．こ

の補正情報と参照基準点の観測情報を準天頂衛星の放送機能（LEX 信号）を用いて補正情報として配

信する．次に，測位ユーザーはこの補正情報を受信し，１周波 GPS 受信機で取得した観測データとと

もに参照基準点との間で相対測位を行い，NW 型 RTK-GPS と同様の処理により，自身の座標値を算出す

る．座標値を求めるのに必要な時間は概ね 15 分である． 

 

２．２ 実験方法と実施状況 

 本システムでは，補正情報の生成を全国 12 の領域に分けて分散処理させているほか，補正情報は電

子基準点リアルタイムデータから生成するため，電子基準点の配置や密度により地域によって測位結

果が異なる可能性がある．また，１周波による測位のため補正情報の中でも電離層遅延補正情報が測

位の結果に大きく影響するが，電離層は季節や地域の違いにより大きく変動することが知られている． 

以上を踏まえ，平成 20 年度は代表的な地域（通常，測量が頻繁に行われると考えられる地域）で実

証実験を実施した．また，平成 21 年度はシステムの限界となる地域で測位精度を検証するため，参照

基準点からの距離が長距離となるような地域，領域境界付近の地域，季節差のある地域および参照基

準点と標高差のある地域において実証実験を実施した． 

 

３．結果と考察 

図－１は本システムを用いて FIX 解が得られた観測結果に対して，スタティック解からの残差をプ

ロットしたものであり，縦軸に南北成分，横軸に東西成分，１目盛りは５cm で表現されている． 

 代表的地域では，概ね RMS＝２～３cm 程度の測位精度であり FIX 率も 90％程度の結果を得た．ただ

し，石垣地区では測位精度及び FIX 率がともに悪い．この原因として、同地区が含まれている領域形



状と電子基準点の配点密度が低いことによる測位補正情報の推定精度の劣化が考えられる． 

 標高差のある地域では，代表的地域よりも全体的に RMS が数 cm 程度悪い傾向にある．特に鉛直成分

の測位精度が悪い．この原因として，湿潤大気遅延補正量が現地の標高を考慮しないで計算されてい

ることが考えられる． 

 領域境界付近の地域では，代表的地域に比べ全体的に RMS が 10cm 程度悪い傾向にある．この原因と

して，領域境界付近では電離層遅延補正情報を生成する電子基準点よりも外側で観測することになる

ため，電離層遅延補正量が外挿値として与えられることが考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 各観測のスタティック解からの RMS と FIX 率 
 
４．結論 

 平成 20 年度は代表的な地域において実証実験を行い，平成 21 年度はシステムの限界と思われる地

域において実証実験を行った． 

 代表的な地域では，測位精度が数 cm，FIX 率も 90％程度の結果が得られた．ただし，石垣地区では

電子基準点の配置の偏りによる同領域の補正情報の推定誤差が一因と思われる精度低下がみられた．

標高差がある地域では，代表的地域よりも全体的に精度が低く，特に上下成分の精度が低い．これは，

湿潤大気補正量の補間計算に観測点と電子基準点との標高が考慮されていないことが一因と思われる．

領域境界付近の地域では，測位精度，FIX 率が共に他の地域よりも低い．これは，領域端における電

離層遅延補正情報の外挿方法による品質劣化が一因と思われる．  

 今後，これらの結果から得た測位精度劣化の原因を詳しく調査し，必要なシステムの改良を加え，

平成 22 年度に打ち上げ予定の準天頂衛星初号機「みちびき」を用いた実証実験に臨む予定である． 
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E N U
旭川 1.6 1.4 2.5 91.7
金沢 1.8 3.1 5.1 86.3
つくば 0.8 0.9 2.5 91.9
大分 1.3 0.9 7.3 90.4
石垣 5.5 3.9 8.3 85.9
乗鞍 5.3 7.3 18.7 89.6
冷泉小屋 3.3 3.5 11.5 84.3
奈川 8.7 6.1 15.7 85.9
高山 3.2 4.1 11.8 90.8
下呂 7.8 4.8 14.4 91.4
浪江（領域４） 7.3 7.4 12.3 74.1
浪江（領域３） 9.5 3.5 11.9 1.7
滝（領域４） 4.5 7.0 7.5 77.6
滝（領域３） 12.5 11.0 21.5 67.2
大月（領域４） 9.3 11.7 15.6 69.6
大月（領域５） 7.0 10.3 10.3 78.6
南足柄（領域４） 5.4 12.6 14.5 79.3
南足柄（領域６） 7.4 7.2 13.3 82.8
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リアルタイム解析の信頼性向上に関する調査研究（第６年次） 
 

 

実施期間          平成 16 年度～平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 古屋 智秋  豊福 隆史 

野口 優子        

 

1．はじめに 

 現在，GEONET では全国の電子基準点からリアルタイム（１秒サンプリング）データを収集しており，

これらのデータを用いたリアルタイム解析は，地殻変動の常時監視や災害時の迅速な対応に役立って

いる．この解析には GPS Solutions 社製の RTNET が組み込まれており，ソフトウェアの改良や解析戦

略の構築等のチューニングにより，多くの問題が改善されてきた．しかし，この RTNET は初期座標値

に大きく影響されたり，大気遅延推定方法にカルマンフィルターを用いたりしている等，完全な

epoch-by-epoch の計算を行っていない．そのため，地震時に解析を行う際，地震前の座標値に解析値

が引っ張られてしまう．そこで，完全な epoch-by-epoch で計算を行う Geodetics 社製の RTD を導入し

た．本報では，RTNET と RTD の比較を行い，その結果を報告する． 

 なお，電子基準点係で所有している RTD は常時監視を目的とし現在の値を計算するリアルタイム解

析を行うことはできず，災害時の対応を目的とした後処理リアルタイム解析を行うことができる，本

報では RTNET についても後者の後処理リアルタイム解析について述べる． 

 

２．研究内容 

 RTNET，RTD の主な違いを表－１に示す．RTD は解析設定により，大きく２つに分けられる． 

 

表－１ RTNET と RTD の比較 

 RTNET RTD 

解析する基線 グループ毎に自動決定 固定点から各点 全基線 

最大解析点数 約 60 点 30 点 16 点 

大気遅延推定 カルマンフィルター使用 epoch-by-epoch 

マッピング関数 Niell Saastamoinen 

 

 最大解析点数に関して，RTNET は解析範囲を小グループに分けるクラスタの作成方法によって決ま

り，RTD はソフトウェアのライセンスにより決められている．つまり，RTD はライセンスを追加し，複

数の異なるグループでの解析を行い，その両解析を結合する方法ができて初めて最大解析点数を増や

せることになる． 

また，最大解析点数以外にも，解析手法が異なっている点があるため，『①解析所要時間』・『②解析

結果の標準偏差』の２点についてその比較を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 解析所要時間 

 災害時の対応には如何に早く解析結果を求めることができるかが重要である．RTNET と RTD は基線



の組み方が異なるため解析所要時間に差がある．特に全基線解析の設定を施した RTD では他の解析に

比べ解析所要時間が長いと考えられる（以下，RTD で通常の基線解析の設定をした場合を RTD-a，全基

線解析の設定をした場合を RTD-b とする）．そこで，RTNET・RTD-a・RTD-b を使用して同じ観測点で同

じ時間だけ解析を行った． 

 結果を表－２に示す．RTD-a は固定点から各点への基線で解析を行っているため，RTNET に比べ解析

所要時間が大幅に短く，RTD-b は RTNET と同程度であった． 

 

表－２ RTNET と RTD の解析所要時間 

 RTNET RTD-a RTD-b 

解析する基線 グループ毎に自動決定 固定点から各点 全基線 

15 点解析の所要時間 実時間×0.17 実時間×0.03 実時間×0.15 

30 点解析の所要時間 実時間×0.35 実時間×0.1 解析不可能 

 

３．２ 解析結果の標準偏差 

 RTD は epoch-by-epoch で解析を行うため，RTNET に比べ標準偏差が大きくなると考えられる．また，

RTNET は基線をグループ毎に自動決定，つまり固定点から求めたい点まで基線を繋げていくのに対し

て，RTD-a は固定点と求めたい点だけの基線解析であることから，固定点からの距離が長いほど RTNET

と RTD-a の標準偏差の差が大きくなると考えられる．そこで，上記『３．１ 解析所要時間』で使用

した解析結果を用いて，異なる点間距離に対してそれぞれ標準偏差を求めた． 

 結果を表－３に示す．点間距離が長くなると RTD は RTNET に比べ標準偏差が大きくなり，200km を

超えると南北方向では倍以上差があることがわかる．また，RTD は上下方向で標準偏差が大きく，こ

れは大気遅延推定方法の違いによるものと思われる． 

 

表－３ RTNET と RTD の標準偏差（左から東西，南北，上下） 

 RTNET(mm) RTD-a(mm) RTD-b(mm) 

54km 9.2，7.3，18.2 7.9，6.8，32.2 7.6，6.6，31.6 

97km 6.7，7.2，17.6 9.0，8.4，40.5 6.9，6.2，31.2 点間距離 

220km 9.0，5.8，20.1 11.7，12.4，58.3 解析不可能 

 

４．結論 

 検証の結果，RTD は RTNET と比較して解析所要時間が大幅に短いが，問題点として最大解析点数が

30 点しかないことや基線の決め方の影響で標準偏差が大きくなってしまうことが挙げられる．実際の

地震時には，解析点数が約 50 点，固定点からの距離が 200km 以上で解析を行うことが多いことから，

現状の RTD の設定では RTNET と同レベルの解析結果を求めることが難しいことになる．そのため，RTD

の解析設定の確立，解析をグループ分けする等して最大解析点数を増やす手段が必要である． 

 

参考文献 

矢萩智裕，湯通堂亨，小島秀基，畑中雄樹（2005）：GEONET における緊急解析の現状，国土地理院時

報，108，29―37． 

 



電子基準点の GPS 近代化計画への対応に関する研究 
 

 

実施期間          平成 17 年度～平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 野口 優子  豊福 隆史 

古屋 智秋   

 

１．はじめに 

測地観測センターでは GPS 近代化計画へ対応するために，平成 18 年度より電子基準点の受信機更新

を計画的に進めており，P(Y)コードの保証がなくなる 2020 年末までには全点で GPS 近代化に対応させ

る予定である．また，GPS 近代化計画の一部である第３の周波数帯 L5 を採用することにより，周波数

の線形結合が増え，長い基線ではアンビギュイティの決定率向上が期待され，Galileo との相互運用

性など測位分野での活用が見込まれる.一方，アンテナを L5 対応型に交換する必要があるため，地殻

変動の連続監視への影響があることが懸念される．このため新しい L5 対応型チョークリングアンテナ

や受信機を用いて試験観測を実施し，GPS 近代化に対する GEONET の更新・改良の進め方を検討した．  

 

２．研究内容 

L5 対応型チョークリングアンテナ（トリンブル社製 TRM59800.00，TRM59800.80，ライカ社製 AR25）

を使用して以下の試験観測を実施した．試験観測は L5 を送信する衛星は存在しないため，従来の L1・

L2 の２周波のみで実施した． 

①電子基準点で従来から使用している TRM29659.00，及び TRM59800.00，TRM59800.80，AR25 について， 

宇宙測地館屋上において各々10 日間の試験観測を実施し，マルチパス・サイクルスリップ等の品質チ

ェックを実施した．受信機はトリンブル社製 NetRS を使用した． 

②AR25 と 02 型電子基準点架台を組み合わせ，３種類の受信機（トリンブル社製 NetRS，NetR8，ライ

カ社製 GRX1200+GNSS）を使用して絶対位相特性を算出した．精密基線解析ソフトは Bernese Ver5.0

を使用した． 

③TRM59800.00，TRM59800.80 の２機種について，電子基準点架台６タイプを組み合わせ，絶対位相特

性を算出した．観測は宇宙測地館屋上において電子基準点模擬架台を使用し，受信機は NetRS，精密

基線解析ソフトは Bernese Ver5.0 を使用した． 

④AR25 はピラミッド型のため，エレメントとレドームが近くなることにより，レドームの影響を大き

く受ける可能性が考えられる．このため，アンテナの整準台高を３mm 変えてエレメントとレドームの

相対位置を変化させ，また架台の設置場所・方向をずらして絶対位相特性を算出した．受信機は NetRS，

精密基線解析ソフトは Bernese Ver5.0 を使用した． 

⑤現在稼動中の電子基準点２点において，TRM59800.00 を用いて 24 時間の試験観測を実施し， 観測

データを GEONET の定常解析に組み込むことにより，L5 対応型アンテナへの交換による地殻変動の連

続監視に対する影響を評価した．受信機は NetR8 を使用した． 

⑥TRM29659.00，TRM59800.00，TRM59800.80，AR25 について， 宇宙測地館屋上において各々10 日間の

試験観測を実施した（以下，｢屋上点｣という）．観測データを GEONET の定常解析の固定点として組み

込むことにより，L5 対応型アンテナへの交換による地殻変動の連続監視に対する影響を評価した． 受

信機は NetRS を使用した． 

３．得られた結果 
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①試験観測を行った４機種について， 各々10 日間ずつ，データ取得率，マルチパス，サイクルスリ

ップ数をプロットしたところ，どのアンテナにおいても顕著な差は見られなかった．衛星仰角別に見

ても同様であった． 

②受信機の違いによる絶対位相特性の差は見られなかった． 

③同じ架台タイプで比較した場合，トリンブル社製の全アンテナにおいて，絶対位相特性の差は見ら

れなかった．  

④アンテナの整準台高，架台の設置場所・方向を変えても，絶対位相特性の差は見られなかった． 

⑤試験観測日において，試験観測を実施した電子基準点２点を除いた定常解析，及び２点を従来通り

の追加クラスターとみなした定常解析を行い，全点の座標差を算出したところ，水平方向・高さ方向

ともに有意な座標差はなかった． 

次に試験観測日を含んだ 10 日間において， 試験観測を実施した電子基準点２点を BB・BC クラスタ

ーとみなした定常解析を行い，１日目の座標値を基準として，残り９日間の全点の座標差を算出した．

９日間の座標差の水平方向・高さ方向のベクトル図を描き，試験観測日の座標差が他の日と比較して

特異的でないか視覚的に評価したところ，地域的な特徴をもつこともなく日間較差の範囲内であった． 

⑥試験観測を行った４機種について，各々10 日間ずつ，屋上点を固定点つくば１（92110）とみなし

た定常解析を行い，本来の定常解析との座標差を求め，アンテナごとに 10 日間の座標差の平均値（以

下，｢平均値｣という）を算出した． 各アンテナとも全点がほぼ同一の方向に変動し，そのばらつきは

約７°の範囲内で一致した． 

次に TRM29659.00 の平均値を基準として，各 L5 対応型アンテナの平均値との座標差を算出した． 各

アンテナとも全点の水平方向・高さ方向の差は約４mm の範囲内に分布した．よって解析の固定点のア

ンテナを L5 対応型アンテナに交換しても，全点がほぼ同じ方向へ，同じ大きさだけシフトするため，

基線ベクトルには影響しない（図－１）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 960539「三沢」と 950418「山川」の基線ベクトルの変化（基線長：約 967km） 

縦軸は，TRM29659.00 で求めた 10 日間の平均値との差を示す． 

 

４．まとめ 

今回の試験観測結果によると，どの L5 対応型機器を用いても， 上述の通り L1・L2 観測データを用

いた定常解析に与える影響は確認できないほどであり，地殻変動の連続監視への影響が小さいことが

期待できる．今後も必要な試験観測を実施し， GPS 近代化に対する GEONET の更新・改良の進め方を

検討していく．  
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電子基準点成果の高精度化に関する研究（第６年次） 
 

 

実施期間          平成 16 年度～平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 豊福 隆史  野口 優子 

古屋 智秋        

 

1．はじめに 

現行の測地成果 2000 の骨格となる電子基準点成果は，1997 年を基準として計算されている．地殻

変動の顕著なわが国においては元期から 10 年以上経過した現在，地殻変動により測地網全体に歪みが

生じている．プレート運動を起因とする日本列島全域での定常的な地殻変動は，今年度より本格的に

導入されているセミ・ダイナミック補正において，歪を考慮した測量を実施できるようになった．ま

た，地震活動により，定常解析の結果から成果不整合が明らかな場合では，電子基準点成果の改定を

行ってきたが，火山活動，余効変動，地すべりや地盤沈下，スロースリップといった局所的でゆっく

りとした変動の蓄積を是正するための成果改定は行われていない． 

 そこで，これらの局所的な歪を是正する成果改定の手法について検討および,平成 20 年度，地震，

火山活動により生じた成果不整合を解消するため，成果改定を実施した電子基準点のその後の変動に

よる成果不整合について，成果不整合の等変動量図（以下，コンター図）を作成し考察を行った．  

 

２．研究内容 

平成 20 年度，成果改定を実施した以下の２つの事例について検討を行った． 

① 火山活動により生じた成果不整合を解消するため，2009 年２月２～４日の観測データを用いて，

成果改定を実施した電子基準点「硫黄島１（960604）」，「硫黄島２（960605）」について，成果

改定前後，及び 2010 年１月時点での成果不整合のコンター図を作成した． 

② 2008 年 6 月に発生した岩手・宮城内陸地震に伴い，2008 年７月 10～12 日の観測データを用い

て，電子基準点「栗駒２（020913）」をはじめとする 21 点について，成果改定を実施し，改定

前後，及び 2010 年 1 月時点での成果不整合のコンター図を作成した． 

なお，ここでいう成果不整合とは，比較したい期間の GEONET 定常解析（F3 解析）に対して，測量

成果との差をとり，その差が隣接する電子基準点において異なることにより生じている歪みのことを

いう．これは，電子基準点の測量成果を算出後，比較期間までの変動量が隣接する電子基準点間で異

なる傾向を持つ場合に生じる． 

 成果不整合を視覚的に表現するために，測量成果と定常解析の差を南北成分（N 成分），東西成分（E

成分），鉛直成分（U 成分）の３成分に分け，それぞれにおいて等変動量のコンター図を作成した．作

成手順は以下のとおりである． 

 

Ⅰ．成果改定にもちいた期間と同じ期間の F3 解析結果を平均し，ITRF2005 から ITRF94 に変換． 

Ⅱ．F3 解析結果（ITRF94：①で求めた値）から成果値（ITRF94）を差し引き，1997.0 エポックから

比較期間までの各電子基準点の変動量（⊿X⊿Y⊿Z）を求める． 

Ⅲ．各電子基準点の変動量を三次元直交座標値から，局地座標系の成分（⊿N⊿E⊿U）へ変換． 

Ⅳ．全電子基準点データを使用して，地図作成ツール GMT により，１cm ごとに等変動量線を描く． 

 



直近（比較期間：2010/1/1-31） 

３．得られた成果 

①成果改定前の 2009 年 2 月には，硫黄島１と硫黄島２の間に 100 本以上の線が走っており，南北方向

だけで約 1ｍ以上の成果不整合が存在したことがわかる（図－１，左側）．成果改定後の測量成果と同

時期の F3 解析結果の比較（図―1，中央）では，２点の電子基準点間の歪みが解消されていることが

わかる．しかし，約１年後の 2010 年１月の F3 解析結果では，２点間に 16 本のコンターがあり，１年

足らずで 15cm を超える成果不整合が生じている（図－１，右側）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②岩手・宮城内陸地震発生から約１ヶ月後の７月

10～12 日の観測データを用いて成果改定を実施し

ている．改定前の測量成果と F3 解析結果との比較

では，栗駒２を中心にコンターが集中しており，測

量成果に著しい不整合が生じていることがわかる

（図－２，上段）．成果改定後（図－２，中段）は，

太平洋沿岸と日本海沿岸の電子基準点を固定した

ため，南北方向にコンターが走っているが，その間

隔はほぼ一定しており，地震による局所的な歪みは

解消されている．しかし，栗駒２については，余効

変動と思われる変動が約１年以上継続されたこと

により，電子基準点「栗駒（950173）」と栗駒２の

間には，10cm 以上の不整合が生じていることが確

認できる． 

 

４．まとめ 

平成 20 年度に地震，火山活動に伴い測量成果を

改定した２つの事例について，改定後の成果不整合

のコンター図を作成した．その結果，既に測量成果

に大きな歪みが生じていることが確認できた． 

今後，電子基準点成果の改定手法を作成するにあ

たり，局所的，局時的に変化する観測局についても

考慮する必要がある． 

 
 
 

栗駒２(020913) 

成果改定前（比較期間：2008/7/10-12） 

成果改定後（比較期間：2008/7/10-12） 

栗駒２(020913) 

栗駒(950173) 

栗駒２(020913) 

図―２ 岩手・宮城地区の成果不整合等変

動量図（東西成分） 

直近：2010/1/1-31 改定後：2009/2/2-4 

図―１ 硫黄島成果改定前後及び現在の成果不整合等変動量図（南北成分） 

硫黄島１ 

硫黄島２ 

改定前：2009/2/2-4 



GEONET 解析システムの高度化に関する研究 
 

 

実施期間          平成 21 年度～ 

測地観測センター      宮川 康平 

測地観測センター地殻監視課 山口 和典  豊福 隆史 

 

１．はじめに 

測地観測センターでは，GPS 連続観測システム(GEONET)を運用し，測量の基準及び電子基準点観測

データの提供，地殻変動監視及び解析結果の提供，電子基準点リアルタイムデータの提供を行ってい

る．地殻変動監視については，定常解析を中心に，将来の準リアルタイム解析導入に向けた取り組み

を進めているところである． 

本稿では，定常解析について，今後の GPS 近代化や GNSS の多様化の流れにおいて，今後どのように

対応を図っていくのかが大きな課題の一つとなっている． 

また，現在，定常解析に用いている既存の GPS 民生用信号 L1C/A，L2P は 2020 年末以降，廃止され，

より信頼度の高い近代化民生用信号に移行されることとなっており，現行定常解析システムの見直し

は必然の状況となっている． 

このため，このような衛星測位環境の変化に対応する解析システムの高度化に向けた研究を下記の

とおり実施した． 

 

２．研究内容 

GPS 近代化や各種 GNSS の構築，GNSS 精密解析ソフトウェアの開発・リリースの現状及び動向の調査

等を通じて，地殻変動監視に必要な解析システムの高度化を図るための調査・研究を実施していくも

のである． 

平成 21 年度は，GEONET の次世代化と併せて調査業務「次世代 GEONET の構築に関する基礎調査業務」

において，GNSS 精密基線解析ソフトウェアの開発・リリースの現状及び動向等を調査するとともに，

GNSS 近代化に関する情報収集を実施した． 

 

３．得られた成果 

GPS 次世代化及び主要な GNSS の構築スケジュールは，図－１のとおりである．これによると，近代

化民生用信号（L1C，L2C，L5 相当）への対応が最初に完了するのが GALILEO で，続いて GLONASS，最

後に GPS となることが予想される． 

しかしながら，米国会計検査院の指摘によると，今後の GPS 開発スケジュールに懸念が示されてお

り，米国空軍から公表されているスケジュールが遅れる可能性もある． 

また，精密基線解析ソフトウェアについては，現在，定常解析に使用している Bernese をはじめ，

GAMIT/GLOBK，GIPSY-OASISⅡは現行の GPS（L1C/A，L2P）及び GLONASS に対応しており，GPS 近代化，

GALILEO の運用開始の際には追加対応を予定している．しかしながら，その開発状況は公表されてい

ない． 

解析システムの高度化に向けた解析戦略の策定にあたっては，採用する測位衛星，測位信号はもと

より，新規 GNSS の軌道決定精度，第 3 周波数帯の追加による線形結合の組合せの取り方及びアンテナ

位相中心の組み込み，異なる衛星間の二重位相差等が課題となることが予想される． 
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図－１ 主な GNSS の近代化スケジュール（ICG 第 3 回総会資料等を基に作成） 

 

４．結論 

GNSS の近代化については，緒に就いたばかりであり，今後の推移を見守っていく必要がある．加え

て，精密基線解析ソフトウェアについては，解析システムの高度化を大きく左右するものであるもの

の，その開発についてはほぼ未定の状態であることから，今後，動向を注視していく必要がある． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



地殻活動監視の高度化に関する研究 
 

 

実施期間                平成 21 年度 

  測地観測センター地殻監視課 長谷川  浩  

１．はじめに 

地殻監視課では，地震や火山活動に伴う地殻活動の監視の１つとして，GEONET の解析結果を用いて，

地震発生前後の地殻変動や火山周辺域の地殻変動を監視し，地震調査委員会や火山噴火予知連絡会等

にデータ提供を行っている．この監視をする上で，地盤沈下や地下水のくみ上げのごく限られた地域

での地殻変動や凍上現象等による電子基準点の土台基礎部の傾動は，解析結果に局所的地殻変動とし

て含まれ，結果として地震や火山活動の監視精度の劣化を招いている．このノイズと考えられる地殻

変動との切り分けを行う上で，電子基準点等に設置している傾斜計は，周辺環境の変化を推測できる

１つの有効な手段である．しかし，傾斜計には温度変化に伴う傾斜変化が見られ，この見かけ上の変

化が本来の傾斜変化の抽出の大きな妨げとなっており，有効利用するために必要な精度があるとは言

えない．このため，傾斜変化の検知能力の向上を目的として，温度特性の推定及びその補正手法の研

究を行った． 

 

２．研究内容 

（１）傾斜計付属の温度特性を推定した傾斜量の補正手法の開発 

（２）有意な傾斜変化についてデータ検証 

 

（１）は，既設の傾斜計と温度計データには，気温の年較差に依存する年周変動がそれぞれに見られ

ることから，この年較差を用いて温度変化に依存する見かけ上の傾斜変化量を１次式の傾きで表すこ

とのできるモデルを作成し，観測値との残差が最小になるような定数を最小二乗法により算出した．

温度係数の算出では，日射によるピラーの傾斜変化は計算誤差と考えて，この影響のある時間帯を除

く夜間の 00 時～05 時の日平均値を作成し推定した．また，経年的変化は１次トレンドとしてモデル

に組み込むことで，ノイズの軽減化がなされ解析精度の向上が図れた． 

（２）は，この計算で求めた温度補正係数より傾斜計データの補正を行い，GPS 基線解析結果との比

較等から，日射によるピラーの傾斜変化や経年的な地盤変動とのデータ検証を行った． 

 

３．得られた成果 

温度特性の推定では，有効な解析の観測局の 808 点の約５～６割にあたる東西成分の約 545 点，南

北成分の 473 点で相関の良好な結果が得られた．また，相関が悪い観測局の多くは，季節的な周期性

のある非線形なデータであり，部分的には温度依存した変化が見られていても 1 年を通して連続性が

ないために相関が悪くなっている．これは特に 2002 年度に設置した電子基準点の多くの観測局に見ら

れたが，この周期的な変化の原因は不明である． 

日射に伴うピラーの傾斜変化の検出事例として，電子基準点｢つくば３｣の日射のある日とない日で

の温度補正後の傾斜変化を図－１に示す．図１上段の日射のある日は，ピラーが日射を受ける面が，

日の出から日没までの時間変化で，東，南，西方向に時計回りに変化しているが，傾斜変化は，日射

の受けている面に対して反対側の西，北，東方向に変化していることが確認できる．また，図－１下

段は，反対に雨や曇りの日射のない日では，傾斜変化量が小さく太陽の方位に対応する明瞭な変化が
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1日の傾斜変化（温度補正後、日照１時間未満の１２３日）
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ほとんど確認できない．以上のことから，電子基準点の下段の収納箱内で測定している傾斜計で日射

に対応した傾斜変化があり，このことから上端の GPS アンテナでこの変化に対応した水平変動があり，

Q3 解析の解析結果等には含まれていると推測される．また，ピラーの構造を二重管にすることでこの

軽減対策を行っている電子基準点について同様の日射の有無で調査を行い，傾斜変化が小さいことも

確認できた． 

次に，経年的な傾斜変化の検出事例として電子基準点｢肱川｣の傾斜計と基線変化グラフを図－２に

示す．傾斜計は，温度変化に伴う補正を行い，30 分値から１日分 48 個を平均した日平均値である．

基線グラフでは，西へ 7mm/年，南へ 2mm/年の経年的な変化があり，また毎年 9 月前後に急激な変化も

見られている．傾斜計データからも南西方向への経年的な変化や季節的な変化が確認でき，この｢肱川｣

の基線変化は，電子基準点が設置された地盤変動に伴う局所的な変化であると確認できた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 日射によるピラーの傾斜計変化       図－２ 周期的な経年変化 「肱川」 

「つくば３」                  上段から傾斜計の東西，南北，ＧＰＳ解析結果 

上段：日照のある日，下段：日照のない日     の東西，南北，比高 

 

４．結論 

 今回，研究した温度計を用いた傾斜計データの補正手法は，500 点前後の観測局で概ね良好な結果

が得られ，温度による補正を行うことで日射に伴うピラーの傾斜変化を確認できるようになった．ま

た，地盤沈下や凍上現象等の局所的な傾斜変化は，夜間値の日平均値を作成し，このデータと基線変

化を比較することで，より精度よく局所的な地盤変動を切り分けすることできるようになった． 

  

参考文献 

堀田暁子（1999）：電子基準点の傾斜に関する試験観測作業について，平成 11 年度技術報告書． 
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潮位観測と GPS 観測を関連づけた地殻変動検出の研究 
 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 濵田 加奈子  三和 功喜 

測地観測センター衛星測地課 川元 智司         

 

１．はじめに 

近年，温室効果ガスの増加による地球温暖化が問題となっており，海面変動の監視は重要な課題と

なっている．国土地理院は，全国に 25 箇所の験潮場で潮位観測を行っており，最も古いものでは明治

24 年（1891 年）から 100 年以上のデータの蓄積がある．また 2004 年からは，験潮データと宇宙測地

技術を結び付けるため験潮場屋上に GPS 連続観測点（Ｐ点）が設置されている． 

昨年度の研究では，日本沿岸部の海面変動を詳細に調べるため，国土地理院が保有する験潮場の潮

位データに対する気圧，潮汐，局所的な地殻変動の影響を気圧計データやＰ点の GPS 解析結果から見

積り，それらの影響を除去した潮位データの計算を行った．それにより生の潮位データよりもばらつ

きや周期的な変動を有意に減少させることができ，手法の有効性が確かめられた． 

平成 21 年度においては，その結果を受け，計算のルーチン化について検討を行っているところであ

る．しかし，現在験潮場に設置されている気圧計は検定が行われていないため，気圧データの精度に

ついては保証されておらず，精度検証を行う必要がある．本研究では，その検証及び考察を行うとと

もに，今後のルーチン化に向けた課題について整理を行った． 

 

２．研究内容 

ある時刻ｔにおける潮位データＦは式（１）の通りモデル化できる． 

 

 

------ 式（１） 

 
 

式（１）第３項の気圧による影響は，験潮場に設置されている気象観測装置（写真１）内の気圧デ

ータを用いて計算している．なお，気圧は潮位に大きな影響を与えており，静力学的には大気圧が 1hPa

低くなると海面が約 1cm 高くなる． 

本研究では，験潮場に最も近い気象庁気象台もしくは測候所で観測されている気圧データを用い，

験潮場で観測された気圧データの検証を行った． 

図－１は，須佐験潮場気圧データと萩測候所の海面気圧データを用いて，気圧補正のみを行った

2009/1/1～2009/12/31 の潮位の比較（３ヶ月分を表示）である．結果，最大で 4.2cm の潮位差が生じ

るなど，測候所気圧データを用いた方が全体的に低い潮位となる結果が得られたが，変動の傾向は検

討した期間を通してほぼ同じであった。また全体的に見られたギャップを取り除いた後の残差のばら

つきは、1cm 以下に収まった。よって、長期の海面変動の監視を行っていく上では問題ない結果とな

った． 
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３．まとめ 

海面変動を抽出するために使用する気圧データについ

てその妥当性を検証した．その結果，25 箇所全点におい

て験潮場気圧データと気象庁気圧データで，長期の海面

変動を監視する上で問題となるような乖離は見られず，

験潮場気圧データを使用した気圧補正は妥当であると考

えられる． 

験潮データの処理をルーチン化し，定常的に潮位の監

視を行うためには，各観測装置の精度の他にそれらの安

定的運用が非常に重要となる．現在，国土地理院の験潮

場に設置されている気象観測装置は，保守が行われてい

ないこと，また障害が起きても装置の更新は行われない

予定であることから，安定的運用については保証されて

いない．事実，2010 年 1 月現在，全国 25 箇所の験潮場

のうち既に 3 ヶ所の気圧計で暴風雨による漏電等の原因

による不具合が生じている．そのため，万が一，験潮場

気圧計が使用できなくなった際の気象庁気圧データでの 

代用についても検討を続けていく必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．課題 

これまで生の潮位データに対して，気圧，潮汐，局所的な地殻変動の影響を除去し計算を行ってき

たが，現在の計算結果には，さらに潮流の影響が含まれている．また潮汐成分計算において得られた

調和定数についても今後検証を行う必要がある． 

 
 

図－１ 気圧の影響のみを補正した潮位の比較 

写真－１ 験潮場の気象観測装置（輪島） 



地殻活動観測データの精度向上に関する研究 
 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 藤咲 淳一  渡辺 政幸 

 

１．はじめに 

地殻監視課では，御前崎でのボアホール型地中地殻活動観測装置での観測をはじめ，御前崎・切山

及び房総半島の館山にて水管傾斜計を中心とした観測機器による地殻活動監視を行っている．各観測

機器により得られるデータには，地殻の歪や傾斜以外にも，地球潮汐や，海洋潮汐加重・気圧変化・

降水の影響のほか，構成する観測機器や設置環境に起因する変化が多く含まれ，これらによる変化を

いかに除去するか，あるいは見分けるかが地殻活動監視において重要となる．  

 

２．研究内容 

平成 21 年度に実施した研究内容は，①機器等の影響と思われる変化の原因調査，②観測環境の整備，

③並行観測データ等を使用した観測データの補正，に分けられる．それぞれについて，主に以下の内

容を実施した． 

①機器等の影響と思われる変化の原因調査 

  御前崎地中地殻活動観測装置の歪計では，時折単一の成分に急激な変化が現れることがある．平

成 20 年度下半期より，特に歪計で起こるこの変化への地上機器（電源装置やアンプ等）の影響を把

握する目的で，各装置の温度，電源電圧，センサー出力等の記録を約１年間実施した．この間，機

器の異常と思われる単一成分のみの変化が数回起こったため，それぞれについて記録したデータと

の比較・検討を行った． 

  また，館山地殻活動観測場の水管傾斜計では，原因不明のノイズ状の変化がみられてきた．主に

夏季の降水時に多くみられるため，新しく導入した差動トランス型センサーと観測場坑内の湿度と

の関連が疑われてきた．しかし，昨年度更に詳細に検討した結果，風などの影響により観測場の地

盤が振動している可能性が新たに出てきたため，センサーの信頼性を確認する目的で，測定方式の

異なる気泡管型傾斜計を設置して比較・検討を行った． 

②観測環境の整備 

  御前崎長距離水管傾斜計では傾斜の年周変化が観測されてきたが，2002 年の局舎改修後よりこの

変化がやや大きくなっており，傾斜計を構成する両端点の温度差が原因であるとの仮説が出されて

いた（藤原，2009）．西側局舎には，東側と異なり地上部にアンプ等の機器が無いため，エアコンが

設置されていなかったためである．この影響量を概算したところ，温度管理による一定の効果が見

込まれたため，昨年６月にエアコンを設置し，その後両端点間の温度差の管理を実施した． 

③並行観測データを使用した観測データの補正 

 切山長距離水管傾斜計において，観測場坑内の温度の影響と思われる傾斜データの変化が見られ

た．この水管傾斜計は，水道用送水管（直径 1m）が敷設されたトンネル（直径 3m）内にあり，送水

トンネルであるため斜度がある．両端点の設置環境に差があるため，送水管内の水温変化に伴う気

温変化の影響が異なるとの仮説を立て，平成 22 年度に本格的に調査を行うための予備調査を実施し

た． 

 



３．得られた結果 

 それぞれについて，以下の結果が得られた． 

①御前崎観測井の歪計にみられる単一成分の変化と，室温のほかアンプ・電源装置・恒温槽の温度，

及び電源電圧との関連は見られなかった．全ての場合について，センサー出力の直接記録にもほぼ

同じ変化が見られた．また，館山観測場の水管傾斜計にみられるノイズ状の変化は，気泡管型傾斜

計にも見られ，風の強い日を中心に両傾斜計の値の変化は大きくなることが確認された．一部潮位

変化との影響と思われる事例も見られた． 

②御前崎長距離水管傾斜計両端点の気温差を昨年 6 月よりほぼ 0.5℃以内に維持した結果，図－１の

とおり年周変化がこれまでよりも小さくなっている．特にこれまであった冬季の東下がりの変化が

みられなくなっており，現在のところ当初の見積りよりも大きな効果が得られている．  

③切山長距離水管傾斜計では，観測される水位と気温との関連が，両端点で大きく異なる結果となっ

た．今後，端点の前置増幅器内等での温度計測実施のほか，気温の変化が，水槽・水管内の水位変

化に与える影響と，前置増幅器等の動作を介して電圧変化に与える影響との，両者を考慮したデー

タ解析を行う必要性が示された． 

 

４．結論 

 御前崎観測井では，エアコンの異常など大きな変化を除き，地上機器の状態の変化から，これまで

見られてきたような急激なデータ変化は生じないことが示唆された．また，水管傾斜計の端点では気

温の変化が，水位だけでなく機器の動作に影響を及ぼしていることが示され，この問題を解決するこ

とで，更に高精度な地殻活動観測が可能であること明らかになってきた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 御前崎長距離水管傾斜計の変化（2009 年 6 月の破線は西側局舎へ 

    のエアコン設置を示す．東側局舎エアコンは 1993 年 4 月より稼動．） 
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験潮場井戸の応答特性調査 
 

 

実施期間          平成 21 年度 

測地観測センター地殻監視課 三和 功喜 

 

１．はじめに 

国土地理院では，全国 25 箇所の験潮場で潮位の連続観測を実施している．平成 19 年 10 月から，国

土交通省防災情報提供センターでの潮位情報の共有化に伴い，国土地理院の験潮場の潮位 30 秒値も津

波や高潮などの防災情報として提供・利用されている． 

国土地理院の験潮場の潮位観測は，標高の基準決定と地殻変動の監視を目的としているため，波浪

などの短周期の潮位変化の影響を避け，長周期の安定した海洋潮汐を記録する構造になっている．そ

のため，津波などの短周期の潮位変化では，潮位変化が大きくなるほど，外海と井戸内での水位差と

時間差が大きくなる．そこで，外海の水位変化を適切に判断するために必要な応答係数を求める応答

特性調査を実施している． 

 

２．これまでの調査 

平成 19 年度の応答特性調査は，験潮場 9 箇所（相馬，勝浦，油壺，伊東，田子，焼津，鬼崎，久礼，

沖縄），平成 20 年度には，験潮場 8 箇所（忍路，浅虫，男鹿，鼠ヶ関，油壺，海南，須佐，細島）の

応答特性調査を実施し，測定した結果を基に応答係数を求めた．他に外部研究者（Namegaya ほか,2008）

が平成 19 年(2007 年)新潟県中越沖地震の調査のため測定作業を行った験潮場 3 箇所（柏崎，小木，

鼠ヶ関）についても回復時間と応答係数を求めている． 

 

３．調査内容 

平成 21 年度は，験潮場 5 箇所（小木，柏崎，輪島，三国，田後）について，導水管清掃の前後に験

潮場井戸内への小型ポンプによる排水・注水を行い，潮位の回復時間を測定した結果を基に応答係数

を求めた． 

応答特性は，験潮場の導水管に付着する海洋生物や泥などの影響を大きく受けるため，導水管の清

掃作業前後に，注水及び排水後の潮位回復時間の測定作業を実施している．注水作業は，導水管の口

に栓をして，井戸内へポンプで約 1m 注水して験潮儀の浮標を浮かべ，導水管の栓を抜き外海と同じ潮

位に回復するまでの時間を 1 秒単位で測定する．排水作業は，導水管の口に栓をして，井戸の水面か

らポンプで約 1m 排水して験潮儀の浮標を浮かべ，導水管の栓を抜き外海と同じ潮位に回復するまでの

時間を 1 秒単位で測定する． 

 

４．結果 

回復時間は，井戸内外の 1m の水位差を解消するのに要する時間としている（市川ほか，2002）． 

回復時間は，実際に測定した回復するまでの時間と外海と井戸内の水位差を用いて求めることがで

きるため，実際の測定で水位差が 1m に満たなかった場合でも，回復時間と応答特性を求めた. 

 小木験潮場は，導水管清掃の前後で格段の改善が見られた．導水管清掃が 3 年毎に実施され，波浪

防止装置やストレーナ部分に海洋生物が付着して表面を覆っていたものを除去することにより海水の

出入りが改善されている． 



 柏崎験潮場は，導水管清掃の前後で格段の改善が見られた．導水管清掃が 5 年毎に実施され，導水

管外側に砂の堆積があり，導水管内に砂が入り込み，波浪防止装置の穴を塞いでいたものを除去する

ことにより海水の出入りが改善されている． 

 輪島験潮場は，2 年毎に導水管清掃を実施していたが，導水管のストレーナ部分が半分程度砂に埋

もれていたため結果として応答係数が良くない結果となった．清掃により砂を除去後も改善が見られ

なく井戸の構造が 3 室構造になっていることも特性を悪くしている原因と考えられる． 

 三国験潮場は，20 年度に導水管の破損が発見されて，補修工事を実施していたため清掃前後でやや

改善が見られた． 

 田後験潮場は，導水管清掃前後で応答係数の差は見られず，通常時から安定した潮位観測をしてい

ることがわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

今回の応答特性調査を実施した結果，国土地理院の所管する 25 験潮場の内 21 カ所の験潮場で応答

特性調査が終了した．これまでの応答特性調査で，短周期の潮位変化を判断するための応答係数を明

らかにすることができた．また，験潮場毎に構造が違うことから，より効率的に作業ができる方法に

ついて検討し，22 年度に残り 4 カ所の験潮場において応答特性調査を行い，潮位データの防災情報へ

の活用を図っていく． 
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  回復時間（秒） 応答係数 

験潮場 清掃前 清掃後 清掃前 清掃後 

小木 660 251 0.0007 0.0018 

柏崎 952 167 0.0005 0.0027 

輪島 4048 2530 0.0001 0.0002 

三国 224 163 0.0020 0.0028 

田後 481 501 0.0009 0.0009 

表－１ 導水管清掃前後の回復時間・応答係数 
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図－１ 導水管清掃前後の応答係数 


