
三角点標高成果改定に関する調査研究 
 

 

実施期間     平成 22 年度              

測地部測地基準課 湯通堂 亨  東海林 靖 

嵯峨  諭  檜山 洋平 

 

１．はじめに 

三角点の標高成果は，世界測地系への移行時には改定されていないため，地域においては不整合が

みられる．そのため，国土地理院では北海道地域，紀伊半島地域に続き，東北地方の標高改定を実施

した．東北地方の標高成果の改定の計算手法や得られた成果について報告する． 

 

２．研究内容 

東北地方（青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県の６県）の三角点標高成果改定では，

作業を実施するにあたり，すでに標高改定が行われている北海道地域及び紀伊半島地域の標高成果の

改定手法を一部変更した．両手法の標高成果改定作業の手順を図－１に示す．また，標高補正パラメ

ータを構築するにあたり，東北地方以西の改定作業との整合を図るために，東北地方に加えて，隣接

県となる４県（茨城県，栃木県，群馬県，新潟県）の地域の三角点の変動量（図－２左）も含めて構

築することとした． 

 

３．得られた成果 

標高成果改定の対象となった三角点数は，高度地域基準点測量の観測値を用いた改測が 262 点，構

築した標高補正パラメータ（図―２右）を用いた補正計算による改算が 16,162 点であった（表－１）．

補正による最大改定量は，プラス方向で 62.2cm，マイナス方向で 66.0cm であった．  

表－１ 標高成果改定の内訳 

高度地域基準点測量による改測 262 点

標高補正パラメータによる改算 16,162 点

計 16,424 点

４．結論 

東北地方の標高改定は，高度地域基準点測量が密に実施されていたため，本報告の手法で標高補正

パラメータの構築を行うことが出来た．しかし，今後実施する予定である東北地方以西の地域では，

高度地域基準点測量の点間距離が長くなる地域があり，標高補正パラメータ構築に使用する一点あた

りの変動量の重みが大きくなるため，標高補正パラメータの精度に注意しながら改定を実施する必要

がある． 

 

参考文献 

岩田昭雄（2008）：北海道地域の三角点標高成果改定について，国土地理院時報，116，1-8． 

岩田昭雄,越智久巳一（2011）：紀伊半島地域の三角点標高成果改定，国土地理院時報，121，63-67． 

湯通堂亨,東海林靖,嵯峨諭,檜山洋平（2011）：東北地方の三角点標高成果改定，国土地理院時報，121，

69-76． 
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⑤改算の対象となる三角点の標高補正計算 

④標高補正パラメータの構築 

③標高補正パラメータ構築に用いる変動量収集
 ・高度地域基準点測量作業の変動量 
 ・②の改算による一～三等の変動量 

①関係作業の抽出 
 ・高度地域基準点測量作業 
 ・電子基準点に整合した三角点改測等の作業 
 ・三等三角測量作業（頂点距離観測） 

② ①の作業うち， 
 ・高度地域基準点測量作業，三角点改測作業

等による改測 
 ・頂点距離観測データによる改算 

北海道・紀伊半島地域 

三角点改測作業等による変
動量を追加 

図－１ 東北地方標高成果改定の手順と北海道・紀伊半島地域の標高成果改定手順との比較

③標高補正パラメータの構築 

④改算の対象となる三角点の標高補正計算 

②標高補正パラメータ構築に用いる変動量収集 
 ・高度地域基準点測量作業の変動量 
 ・三角点改測等の結果による変動量 

東北地方 

①関係作業の抽出 
 ・高度地域基準点測量作業 
 ・電子基準点に整合した三角点改測等の作業 

⑥標高成果改定 
 ・網平均による改算（一～三等三角点） 
 ・高度地域基準点の実用成果による改測 

・標高補正計算による改算（四等三角点など）

⑤標高成果改定 
 ・高度地域基準点測量の実用成果による改測 
 ・標高補正計算による改算 

図－２ 標高補正パラメータ構築のための変動量を持つ三角点の配点図（左）と構築した標高補

正パラメータ（右図）標高補正パラメータの中央部の空白地域は「平成20年岩手・宮城内

陸地震」により，複雑な地殻変動が観測されたためパラメータを公開していない地域． 
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基線場におけるトレーサビリティに関する調査研究（第１年次） 

 

 

実施期間     平成 22 年度 

測地部測地基準課 岩下 知真子 

 

１．はじめに 

 国土地理院では，測量に使用する測距儀や GPS 測量機の検定場として基線場を維持管理しているが，

この基線場について，計量法で確立されている国家計量標準（国際標準）との繋がりを持ち，測量行

政機関として，検定機器等のトレーサビリティ体系を確立しなければならない．このため，産業技術

総合研究所の特定標準器で校正された測距儀（ライカジオシステムズ社製 TCA2003 No.439979）を国

土地理院の標準器（以下，「標準器」という．）とし，これを用いて，野外における基線場のトレーサ

ビリティ確立を目指している． 

GPS 測量機による「長さ」のトレーサビリティについても，調査研究作業等で実験的に検討されて

いるが，短距離と 10km を超える長距離では推奨される基線解析手法が異なるため，それぞれについて

「長さ」のトレーサビリティを検討する必要がある． 

長距離 GPS 測量のトレーサビリティのため，光波測距儀と GPS 測量機の比較可能な 10km を超える基

線場を作ることが検討され，試験的な長距離基線場も設置されている．今年度，試験的な基線場につ

いて再度調査を行うとともに，周辺の地域において 10km の基線場を設置できる可能性がある場所つい

て調査した結果を報告する． 

  

２．調査内容 

 光波測距儀で成果を取り付けて GPS 測量機での値を比較するという基線場の目的から，下記を条件

として地形図および標高から図上選点した． 

1)約 10km にわたり，ほぼ平坦で約２km 毎に視通が確保できること． 

2)視通線は地面から３ｍ以内を通るようになっていること． 

3)視通線は，極端に条件の異なる地表面をまたぐことがないこと． 

4)測点は，最低 15 度仰角以上の上空視界を確保できること．（隣接地に高層建築物がないこと） 

5)堅固な基線端点を設置できる土地があること． 

今回は，より条件の良いと思われる北海道地方において図上選点を行い，直線堤防が存在する十勝

川周辺，および平地の多い石狩平野の一部において，現地調査を行うこととした．また，十勝平野の

一部，帯広市では平成 17 年度に直線道路西２線に６点の端点の試験的な長距離基線場を設置している．

この既存の端点の状況を確認するとともに，この周辺についても調査候補地として調査を行うことと

した．具体的には次の３箇所を調査した． 

① 帯広市西２線周辺（既設の試験的長距離基線端点周辺） 

② 十勝川河川堤防（左岸及び右岸） 図－１ 

③ 長沼町周辺の直線道路      図－２ 

現地調査方法としては，各基線場候補地についてデジタルカメラに付属している動画撮影機能を使

用して測点間の状況を把握するとともに，条件のより良い場所では視通条件等を確認するために双眼

鏡，ライフミラーを使用して実際の視通状況を確認した． 
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３．得られた成果 

10km 基線場の設置では，２km 程度の基線をつなげて長距離にする基線長拡大方式をとることを念頭

に置き，現地確認を行った．以下，設定した３つの地区について調査結果を報告する． 

① 地形図上は一定傾斜地に見えるが，実際は点間により傾斜が異なる．終点同士を結ぶ直線を視

通として想定すると，地形により端点同士の視通が取れない区間があることが再度確認された．

周辺や延長についても調査したが，条件を満たす場所を選点できなかった． 

② 右岸堤防は砂利敷きで，炎ろう等の影響は少ないと思われるが，堤防が支流の河川によって分

断されており視通線の条件を満たせない．左岸については，コンクリート道になっているが，

堤防斜面は牧草帯で視通線，上空視界等の条件は非常に良い．ただし，最長直線で約 6km 程度

であるとともに，わずかな勾配の影響で最長距離端点の視通は確認できなかった． 

③ 広範囲で平坦な地区なので，数箇所の直線道路について調査した．地形図上で平坦に見える土

地でも，道路交差点や河川を越えるための橋等の構造物により直接の視通を確保することが困

難であることを確認した．特定の直線道路について約２km 毎に視通を確認したが，10km を完全

な直線で結ぶことはできないと判断した．また，直線道路沿いには，ピラー型の基線測点を設

置するための土地を確保することが難しく，具体的な場所を選点することはできなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図－１ 十勝川河川堤防周辺          図－２ 長沼町周辺 

 

４．まとめ 

今年度の調査では，長距離 GPS 測量機について，国土地理院標準器と長さのトレーサビリティ関係

を保持するための基線場の条件を満たす場所を選点することはできなかった．日本の国土において，

既存の環境から 10km にわたりこの条件を満足する土地を探すことは難題であると言える． 

次年度以降は，長距離比較基線場ではなく，光波測距儀から GPS 測量への不確かさを付与した比較

が可能となる基礎的な基線場（２km 程度）を設置するための選点作業を行うものとしたい．  

 

参考文献 

野神憩，豊田友夫（2006)，野外における長さ標準（トレーサビリティ）に関する研究（第４年次），

平成 18 年度国土地理院調査研究年報． 

野神憩，都筑三千夫(2007)，距離標準比較基線場のトレーサビリティの体系・標準化について，国土

地理院時報，112，7-15. 
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インテリジェント基準点・位置情報点の利活用推進に関する調査研究 
 

実施期間     平成 22 年度              

測地部測地基準課 檜山 洋平  越智久巳一 

湯通堂 亨  山尾 裕美 

  東海林 靖        

 

１．はじめに 

基準点は測量の基準として，地図作成，地籍測量，各種公共事業等において利用されるとともに，

地震，火山活動に関連する地殻変動を検出するための基準として重要な役割を果たしている．また，

近年 GPS 機能を搭載した携帯電話，カーナビゲーション等の普及に伴い，いつでも・どこでも・誰で

も必要な精度の位置情報が容易に利用できる地理空間情報の高度活用社会の実現が期待されている．

高精度な位置情報を持つ基準点に位置情報等を記録した IC タグを設置することで位置情報の取得が

容易になり，多くの分野での利活用が期待されることから，国土地理院ではインテリジェント基準点

の整備を行っている． 

インテリジェント基準点の更なる活用を推進するため，平成 22 年 11 月，測地部は「インテリジェ

ント基準点活用検討委員会（以下，「本委員会」という．）」を設置し，インテリジェント基準点活用推

進施策の経緯をとりまとめるとともに具体的な活用方法を検討した． 

 

２．研究内容 

本委員会においてインテリジェント基準点の経緯をとりまとめた結果，次のように整理された． 

２．１ 第６次基本測量長期計画 

国土地理院は，第６次基本測量長期計画（平成 16 年６月）において「いつでも，どこでも，だれで

も必要な精度で位置を知り，多様な媒体と必要な精度で地理情報が利用できる社会を実現するため，

日本全域に正確な位置情報を知るための基盤を構築する」こととした． 

 

２．２ 科学技術振興調整費共同研究 

測地部及び地理地殻活動研究センターは，平成 18 年度から平成 20 年度にかけて，東京大学・情報

通信研究機構・消防庁・科学警察研究所との科学技術振興調整費による共同研究「電子タグを利用し

た測位と安全・安心の確保（研究代表者：東京大学空間情報科学研究センター瀬崎薫准教授）」におい

て，インテリジェント基準点を利用した効率的な測量方法の開発等調査研究を行ってきた．この中で，

インテリジェント基準点を利用し，IC タグに書き込まれた情報を読み取り，効率的に測量を行うため

の測量機器等を開発し，平成 20 年 11 月には千葉県流山市において実証実験を行い，インテリジェン

ト基準点を利用した測量の利便性や効率性の検証作業を行った．インテリジェント基準点は，平成 20

年４月に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画において，「国土地理院は，基準点に IC タグ

を付加したインテリジェント基準点の整備・導入を順次図り，その普及啓発活動や関係機関に対する

技術的支援を行い，基準点の維持管理及び活用の高度化に努める．」と位置付けられている．また，平

成 21 年６月に策定された「基本測量に関する長期計画」においても，「基準点に IC タグを付加したイ

ンテリジェント基準点を設置し，より利用しやすい環境を整備する」こととした． 

 

２．３ インテリジェント基準点の整備 
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測地部では，これまでの調査研究から佐賀県内の国家基準点（平成 18 年度）及び高度地域基準点（平

成 20 年度以降）に IC タグを設置してきた．また，上記の計画に基づき，平成 21 年度基準点現況調査

作業の中で約２万点の標石基準点をインテリジェント基準点として整備し，計画を推進しているとこ

ろである．これらの作業で設置した IC タグには，基準点に関する情報が記録され，測量作業の効率化

や新たな利活用に資するものと期待されている． 

このような状況の中，IC タグリーダ・ライタによる基準点現況調査報告書の作成が可能となるなど，

一部においてインテリジェント基準点の利活用が進んでいる。本委員会では，更なる利活用を図るた

めの具体的施策について検討を行った． 

 

３．得られた成果 

本委員会において，インテリジェント基準点の具体的な活用方法について検討を行い，以下の施策

を実施することとした． 

３．１ インテリジェント基準点管理要領（案）の制定 

基準点維持管理の効率化に資するため，インテリジェント基準点の設置，移転，再設等における作

業の手順や IC タグに書き込むデータの作成方法等をまとめた「インテリジェント基準点管理要領

（案）」を制定し，各地方測量部等に通知する． 

 

３．２ IC タグリーダ・ライタの活用 

平成 21 年度に測地基準課で開発した IC タグリーダ・ライタのアプリケーションについて，基準点

現況調査報告書作成機能が追加された．これを利用して現況調査を実施するための作業マニュアルを

作成し，各地方測量部等に通知することにより，基本測量においてインテリジェント基準点の活用を

推進する． 

 

３．３ 地理空間情報プラットフォームのデータ更新 

国土交通省が取り組んでいる地理空間情報プラットフォームに登録しているインテリジェント基準

点の配点状況にデータを追加する． 

http://www.spat.nilim.go.jp/home/modules/pico/index.php?content_id=2 

（国土交通地理空間情報プラットフォームプロトタイプ） 

 

３．４ インテリジェント基準点関係ウェブサイトの充実 

インテリジェント基準点についての情報提供を行っている国土地理院ウェブサイトに，IC タグの規

格及び IC タグに記録されている情報について記載する． 

 

４．まとめ 

本委員会は，インテリジェント基準点の更なる活用を推進するため，その具体的な活用方法を検討

することを目的として，平成 22 年 11 月に設置された．本委員会では，インテリジェント基準点の経

緯についてとりまとめるとともに，具体的な活用方法について検討を行った． 

 測地部各課及び各地方測量部等は，今後制定することとなるインテリジェント基準点管理要領（案）

を踏まえ，いつでも・どこでも・誰でも必要な精度の位置情報が容易に利用できる地理空間情報の高

度活用社会の実現に向けインテリジェント基準点に関係する施策を着実に実施することにより，イン

テリジェント基準点の利活用の推進に努める必要がある． 
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次世代の高度地域基準点測量に関する調査研究 
 

 

実施期間     平成 21 年度～22 年度 

測地部測地基準課 森田 和幸  上野 智史 

佐藤 雄大 

 

１．はじめに 

精密測地網高度地域基準点測量（以下，「高度地域基準点測量」という．）は，複数の電子基準点を

既知点として GPS 観測により一等三角点，二等三角点及び三等三角点の座標を求め，成果更新の基礎

資料を得るとともに地殻変動を検出するために行われている．三角点における GPS 観測は，それぞれ

が 20～30km 程度の間隔で設置されている電子基準点のみでは捉えきれない地域の地殻変動を検出す

る役割を担っている．また近年，広域的な地殻変動による相対位置の変化（歪み）から生じる，観測

値と測量成果との不整合を解消し,成果の位置情報基準としての安定性を維持するための手法として，

セミ・ダイナミック補正が導入された．セミ・ダイナミック補正は，測地成果 2000 の基準日（1997

年１月１日 00:00UTC）から観測日までの期間の地殻変動を補正するもので，補正には地殻変動モデル

（地殻変動補正パラメータ）が必要となる．この地殻変動モデルは，電子基準点及び高度地域基準点

測量の結果から計算されている． 

 これからの高度地域基準点測量では，従来の目的であった成果更新の基礎資料及び地殻変動の検出

に加え，より詳細な地殻変動モデル作成のための基礎資料を得ることが求められる．本調査研究では，

今後必要となる安定した地殻変動検出精度を得るための観測について検証した． 

 

２．研究概要 

次世代の高度地域基準点測量で求められる地殻変動モデル作成のための基礎資料を得る際に，常時

GPS データを取得し続ける電子基準点と，これまで６時間観測を行ってきた高度地域基準点測量の両

者の成果を同精度のものとして地殻変動モデルに反映させる際に，高度地域基準点測量における観測

が有意な地殻変動を捉えているのか精度の検証が必要となってきた．現在の高度地域基準点測量にお

ける測量の精度は，当初の目的としては十分な機能を果たしてきた．しかし，次世代の高度地域基準

点測量成果を詳細な地殻変動モデル作成へ対応させることにおいては更に高精度な観測が求められる．

そこで本調査研究では，高度地域基準点測量による精度がどの程度のものであり，電子基準点では確

認しきれない地域の有意な変動を捉えることが可能かどうかを明らかにするため，平成 21 年度より道

東地域において実施した試験観測結果より，観測手法について調査を行った． 

 

３．試験観測実施内容 

平成 21 年度については，高度地域基準点測量（道東地区）の本観測作業中に実施し，同作業計画に

支障の出ない範囲で極力長時間の連続観測を行った．長時間の観測であるため，自動車到達地点が近

く，外部バッテリーの交換が容易な点を選点した．観測は，データ取得間隔 30 秒，最低高度角 15 度，

最小衛星数４衛星において６日間の連続観測を実施した．２日毎に行った外部バッテリー交換の際に

は、毎回アンテナ高及び致心にズレが無いことを確認した． 

平成 22 年度についても同地域において試験観測を実施した．観測は，前年度からの地殻変動の検出

が目的だったこともあり前年度の検証結果から 12 時間以上の連続観測を実施した． 
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図－１ 水平変動ベクトル図 

４．得られた成果・考察 

平成 21 年度に実施した観測時間による精度検証において，６時間観測では座標値にばらつきが認め

られるが，12 時間以上の観測であれば，電子基準点の５日間を平均した座標値の再現性と同等の結果

が期待できることがわかった． 

 観測時間に制限のある高度地域基準点測量作業では１回の観測で真値に近い座標値を求められるこ

とが重要である．本調査の結果，実際に高度地域基準点測量作業において観測を行う場合，上述のと

おり従来の６時間観測では観測時間が不十分であることがわかったが，何日も日をまたぐような連続

観測も作業効率や外的要因による致心のずれ，アンテナ高の変化等を考慮すると不安がある．このこ

とから，野外観測で安定して精度の良い解を得るためには 12 時間～24 時間の観測時間が適当である

と考えられる． 

 以上を踏まえ平成 22 年度に実施した試験観測によって，観測時間を 12 時間に延長した高度地域基

準点測量で求められた三角点の１年間の変動は，水平成分については隣接する電子基準点の変動と調

和的であることがわかった（図－１）．鉛直成分については精度を考慮すると，変動を詳細に把握する

ためには変動量が小さく，更に期間をあけて観測する必要がある．この試験観測で得られた高度地域

基準点測量の地殻変動検出精度と，観測点を柔軟に選択できるという電子基準点にはない長所を生か

すことで，今後地域的な偏りのない精度の高い地殻変動の把握が可能になると考えられる． 

 

５．今後の課題 

本調査研究では，高度地域基準点測量における精度の検証を行った．20～30km 程度の間隔で設置さ

れている電子基準点のみでは捉えきれない地域の地殻変動を効率よく検出し，地殻変動補正パラメー

タに反映させるためには，観測時間に加え観測点の配点密度・観測周期等を調査する必要がある．観

測周期に関しては，地殻変動速度を元に地表の変動量または歪みが特定の量を超えると推測される期

間を考慮することなどが例として挙げられる．次世代の高度地域基準点測量実施に向けて今後も検討

していきたい． 
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広帯域化・e-VLBI 技術を活用した 

測地 VLBI 観測精度の向上と迅速な成果算出に関する研究（第２年次） 

 
 実施期間 平成 21 年度～平成 22 年度 

 測地部宇宙測地課 小門 研亮  栗原  忍 

  川畑 亮二 

 
１． はじめに 
 VLBI 観測の広帯域化および e-VLBI 技術を活用した迅速な成果算出は，国際 VLBI 事業（IVS）の将来計

画である「VLBI2010」を実現するためにも必要不可欠な技術である．宇宙測地課では，VLBI2010 への対応

を視野に入れ，VLBI 観測の広帯域化による観測精度向上と高速ネットワークを利用した e-VLBI 技術によ

る迅速な成果算出に関する研究を実施した． 

 

２． 研究内容 
（１）e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転計測 

平成 19 年度から，情報通信研究機構（NICT），スウェーデンカルマーズ工科大，フィンランドヘルシン

キ工科大と協力して e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転計測の実験（Ultra-rapid dUT1 実験）を実施し

てきた．平成20年２月に地球自転の速さを表す値dUT1を観測後３分45秒で算出することに成功した後，

IVS 定常観測において迅速地球自転計測を実施するために，実験で用いた技術の改良に取り組んできた．

平成 21 年度には IVS の国際 24 時間観測に技術を導入し，10 分程度の短周期の dUT1 変動を検出すること

に成功した．平成 22 年度は，dUT1 値の算出精度をさらに向上させるため，dUT1 計測に最適化したスケジ

ュールを作成し，スウェーデンのオンサラ観測局と 10 時間の ultra-rapid dUT1 実験を実施した．  

 

（２）高速デジタルサンプラー（ADS3000+）の導入試験 

 平成 21 年度に「ADS3000+」という高速デジタルサンプラーを導入した．従来の VLBI 観測では，アンテ

ナから送られてくる中間周波数信号（IF 信号:500～1000MHz）を，アナログ周波数変換装置を用いてビデ

オ帯域信号（2～16MHz 程度）に変換した後，サンプリングしてデジタル信号を記録する．この方法では，

サンプリングできる帯域幅がアナログ周波数変換装置のフィルターに依存するため，自由に帯域幅を設定

することができない．ADS3000+は IF のアナログ信号を直接サンプリングし，デジタル信号に変換した後，

任意に帯域を選択することができる．また，最大 4Gsps のサンプリングまで可能であるため，VLBI 観測

を広帯域化し，観測精度を向上させることができる．平成 22 年度は，IVS の国際１時間観測および国内

観測において，つくば局で ADS3000+を用いた並行データ記録を試験的に実施した．記録したデータは観

測に参加した他局のデータと相関処理し，従来の観測システムによる観測結果との比較を行った． 

 

３． 得られた成果 

（１）e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転計測 

dUT1 算出に最適化した 10 時間の Ultra-rapid dUT1 実験(UR1348)によって求められた dUT1(UT1-UTC)

の値を図－１と図－２に示す．国際 24 時間観測で Ultra-rapid dUT1 実験を実施した場合，dUT1 の決定

精度は約 16 マイクロ秒であったが，10 時間の Ultra-rapid dUT1 実験では約８マイクロ秒の精度で求め

ることができた．すべてのデータをほぼリアルタイムで処理することができ，観測中に連続的な dUT1 の
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値を算出することに成功した．解析ソフトには，ウィーン工科大学で開発された「OCCAM」と NICT で開発

された「C5++」を使用した．各ソフトウェアによって解析結果に数マイクロ秒の差が生じることがあるが，

この差はアプリオリとして与えたモデルの違いによるものと思われる．C5++の解析結果を見ると，dUT1

の値が数十マイクロ秒程度飛ぶことがあるため（図－２の緑丸），今後，原因を特定する必要がある． 

Ultra-rapid dUT1 実験のシステムは，毎週土日に実施している IVS 定常観測“INT2 セッション”にも

導入され，平成 23 年１月 29 日から正式に成果を IVS に提出することになった．現在，システムは安定動

作しており，すべての観測で観測後 20 分以内での成果算出に成功している． 

 

（２）高速デジタルサンプラー（ADS3000+）の導入試験 

IVS の国際１時間観測（K10353）で実施した導入試験結果を表－１に，国内観測（JD1011）で実施した

試験結果を表－２に示す．試験の結果，dUT1 や基線長などの１次解析結果を得ることができたが，

ADS3000+を使用した場合，相関処理で得られる SNR(信号雑音比)が従来の 60％しか得られないことが判明

した．今回の実験では ADS3000+を用いて記録したデータとアナログのビデオコンバータを用いて記録し

たデータを相関処理したため，デジタルサンプラーによる周波数変換とアナログのビデオコンバータによ

る変換の違いが SNR の低下を招いたと思われる．  

表－１ K10353 での検証試験結果 

記録方式 dUT1 (usec) 
dUT1 Sigma 

(usec) 

SNR 比（スケジュール上の値との比） 

X-band S-band 

従来方法 -132722.7 9.8 0.82 1.02 

ADS3000+使用 -132721.4 8.2 0.49 0.57 

表－２ JD1101 での検証試験結果 

記録方式 
RMS 

(pico sec) 
基線長(mm) 

基線長

Sigma(mm) 

SNR 比（スケジュール上の値との比） 

X-band S-band 

従来方法 30.3 837421377.35 3.26 1.04 1.11 

ADS3000+使用 32.4 837421385.86 4.57 0.68 0.68 

 

４． 結論 

e-VLBI 技術を用いた地球自転速度の迅速算出に関する研究については，システムの安定化とともに精

度向上に努め，定常観測への導入を実現することができた．VLBI 観測の広帯域化については，つくば局

にて導入試験を実施し，解を算出できることを確認した．今後は検証結果によって判明した相関強度低下

の問題を解決するとともに，新十津川局，父島局，姶良局への導入を進める． 

図－１ UR0348 観測結果①（OCCAM） 図－２ UR0348 観測結果②（C5++） 
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図－１ 極小アンテナを用いた VLBI システム 

表－１ 平成 22 年度に実施した極小アンテナ

VLBI 実験．参加局に関して，M1, M2, 

Ts，Kb はそれぞれ初号機，２号機，つ

くば 32ｍ，鹿島 34ｍを表す． 

極小アンテナを用いた次世代 VLBI に関する研究（第６年次） 
 

 

実施期間      平成 17 年度～平成 22 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

黒田 次郎  石原  操 

小門 研亮        

 

１．はじめに 

近年，VLBI 観測機器の高度化により，口径１ｍ級の小型アンテナであっても，大型アンテナ局を相

手局とすることで，高精度な測地 VLBI 観測が可能となっている（図－１）．情報通信研究機構と共同

で行っている本研究は，極小アンテナを用いた VLBI 観測による GPS 長距離比較基線場の検証を主な目

的としている．現在，10km 以上の GPS 長距離比較基線場の改測は GPS のみによって行われているが，

VLBI 観測による検証が実現すると，比較基線場の信頼性が向上し，長さ標準のトレーサビリティ体系

構築にも活用できる．さらに，極小アンテナの可搬性を生かして，全国各地の拠点に配備して測地網

の充実を図ることやアジア太平洋地域の地殻変動を監視することなどに利用できる．国土地理院及び

情報通信研究機構では，極小アンテナによる基線長算出が可能であることを実証するため，試作初号

機及び２号機を用いて性能評価を行っている． 

 

２．研究内容 

平成 21 年度の研究では,初号機及び２号機を用い

た測地VLBI実験を行い,成果を得た．平成22年度は，

これらの VLBI 実験を継続して実施し，測地解を複数

得ることに成功した．またスライド機構を利用した

VLBI 観測及び GPS による測位を実施し，極小アン

テナを用いた測地 VLBI 観測成果の再現性を調査

した． 

（１）測地 VLBI 実験及び GPS による測位 

試作初号機及び２号機を用いた測地 VLBI 実験

を実施した（表－１）．2010 年 11 月 12 日及び 12

月 22 日には，高性能デジタルサンプラーを用いた

広帯域 VLBI 観測を実施した． 

また，極小アンテナの主鏡及び仰角駆動部を取

り外し，支柱部に GPS アンテナを設置して GPS に

よる測位を実施し，VLBI 観測結果と比較した． 

 

（２）スライド機構を用いた実験 

極小アンテナの支柱下部には,支柱を移動させる

ためのスライド機構が備わっている(写真－１)．そ

の機構を用いて，VLBI 観測及び GPS 測位による基線長の変化量と実際に支柱を移動させた距離を比較

観測日 参加局 備考 

2010 年 8 月 11 日 M1,M2,Ts  

2010 年 9 月 16 日 M1,M2,Kb  

2010 年 10 月 8 日 M1,M2,Ts  

2010 年 10 月 9 日 M1,M2,Ts スライド実験

2010 年 11 月 12 日 M1,M2,Ts 広帯域観測 

2010 年 12 月 22 日 M1,M2,Ts 広帯域観測 
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写真－１ スライド機構を利用

した試作２号機の支

柱移動作業 

した． 

 

３．得られた成果 

（１）測地 VLBI 実験及び GPS による測位 

測地 VLBI 観測によって，極小アンテナ間の基線長を算出した．な

お，2009 年 12 月 24 日の測地 VLBI 観測で発生したサブアンビギュ

イティは，周波数配列が十分最適化されていなかったことが原因で

あることが今年度の調査で分かった．周波数配列を改善することに

より，サブアンビギュイティの問題は解決することができた． 

計５回の VLBI 観測で得られた基線長算出結果を用いて計算

した測定精度(再現性)は 2.4mm であり，目標とする精度(２mm

以下)に近いものが得られた(図－２)．また，GPS 測位による結

果とも調和的であることがわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スライド機構を用いた実験 

スライド機構を用いた実験結果を図－３に示す．VLBI 観測におけるスライド実験前後での基線長の

変化量は 10.6mm であり，実際に測定した移動距離(18.7mm)と比較してやや短いという結果が得られた． 

 

４．まとめと今後の展望 

極小アンテナ初号機及び２号機を用いた測地 VLBI 観測を実施し，極小アンテナ間の基線長を算出し

た． スライド実験では移動距離を完全には再現できなかったが，基線長測定精度は目標値に近いもの

を得ることができた．今後は広帯域観測において観測スケジュールの最適化を図り，さらに VLBI 観測

数を増やすことによって,より精度の良い結果を得る予定である． 

また，本実験によって,極小アンテナが 30ｍ級アンテナを相手局とした測地 VLBI 観測に使用できる

ことが実証できた．今後は極小アンテナの地方局への配備の可能性についても検討する．VLBI2010 シ

ステムの 12ｍ級アンテナに対応した極小アンテナについては，VLBI2010 の仕様が確定した後に試作機

を製作し，実証実験を実施する予定である．その結果を受けた後，極小アンテナの実用機の製作につ

いて検討する． 

図－２ 測地 VLBI 観測及び GPS 測位による

極小アンテナ間の基線長算出結果 

図－３ スライド実験における VLBI 観測

及び GPS 測位の結果．支柱の移動

量を矢印の長さで表している． 
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ジオイド・モデル改定に向けた解析手法の研究について（第６年次) 

－電子基準点高低差測定によるジオイド高データの整備－ 

 

実施期間     平成 17 年度～ 

測地部物理測地課 小板橋 勝  森下 遊 

 

１．はじめに 

ジオイド・モデル「日本のジオイド 2000」は，2001 年３月に北海道，本州，四国，九州，沖縄地域

が初版（ver.1)として整備された．その後，順次整備地域の拡大に伴い，データの追加を行い，2010

年 10 月 1 日には有人の島嶼を含む日本全国（北方領土を除く）の地域の整備を終了し，ver.5 を公表

した． 

このジオイド・モデルでは，ジオイド高データの分布の偏りにより，一部の半島等では精度が低い

こと，さらに，2004 年７月１日の電子基準点標高成果改定に伴う誤差も含まれていることがわかって

いる．これらの問題を解消し，より高精度なジオイド・モデルを構築するために，全国にほぼ均等に

設置されている電子基準点（付属標）でジオイド測量を実施し，ジオイド高データを整備している． 

今年度は，効率的に付属標の楕円体高を算出するために，電子基準点の高低差測定値を利用した手

法について精度評価を行ったので報告する． 

 

２．研究内容 

これまで実施してきたジオイド測量の方法は，付属標上で GPS 観測を６時間行うことで付属標の楕円

体高を求め（以下，「GPS 観測」という．），かつ水準点から直接水準測量で標高を取り付けることによ

りジオイド高を求める，というも

のであった．GPS 観測は，電子基

準点のアンテナ底面と付属標の比

高差を求めることと同義である． 

一方，電子基準点のレドーム取

付ネジと付属標の比高差を求める

作業として，トータルステーショ

ンによる高低差測定が実施されて

いる（図－１）．レドーム取付ネジ

とアンテナ底面の間は C 区間と呼

ばれ，設計値が架台タイプによって決まっており，実測もされている．高低差測定値と C 区間の和（以

下「TS 比高」という．）は，GPS 観測の結果（以下，「GPS 比高」という．）と等しくなるはずである． 

高低差測定は GPS 観測よりも簡易で効率が良いため，TS 比高がジオイド測量に使用可能な精度を持

っていれば，効率的にジオイド高データが整備できる．そこで，GPS 比高及び TS 比高の精度評価を行

った．TS 比高については，高低差測定値と C 区間に分けて検討した． 

標高取付のために実施した二等水準測量の往復観測値の較差の許容範囲と標準的な路線距離から，

付属標における標高は 10mm 程度の精度で求められる．このことから，楕円体高算出の目標精度も，こ

れと同程度の 10mm とした． 

 

図－１ 高低差測定の模式図 

B-13



３．得られた成果 

最初に，GPS 比高の精度評価を行った．過去の一部の作業において，付属標から 50ｍ以内の位置に

偏心点を設置し，GPS 観測及び直接水準測量を実施している．この程度の短距離では直接水準測量は

ほぼ誤差を含まないと考えられるので，直接水準測量の結果を真値と仮定して，GPS 観測の結果との

差を計算した．26 点の観測結果から，GPS 比高の誤差は 3.3mm という結果を得た． 

次に，C 区間設計値の精度評価を行った．実測値の存在する 515 点について，設計値との差を計算

した．実測値を真値と仮定すると，設計値の誤差は 3.4mm という結果を得た． 

さらに，GPS 比高と TS

比高の比較を行った（図

－２）．TS 比高は高低差

測定値と C 区間の和で計

算されるが，C 区間には

全点で設計値を用いた．

高低差測定と GPS 観測の

両方が実施済みの 242 点

について，電子基準点の

架台タイプごとに分けて

GPS 比高と TS 比高の差を計算した．結果は，架台タイプごとに若干のバイアスが見られたが，標準偏

差は全架台タイプでほぼ均一に 7mm 前後であった．このバイアスは，アンテナ位相特性が架台タイプ

により異なることに起因するものと思われる．偶然誤差は，各タイプの標準偏差を重量平均（重量：

点数）し，7.0mm という結果を得た． 

最後に，高低差測定値の精度評価を行った．誤差伝播より，TS 比高の誤差は C 区間と高低差測定値

のそれぞれの誤差の二乗和平方根，GPS 比高と TS 比高の差の誤差は GPS 比高と TS 比高のそれぞれの

誤差の二乗和平方根で計算できる．これまでに得られている GPS 比高の誤差，C 区間の誤差，GPS 比高

と TS 比高の差の誤差を用いて計算すると，高低差測定値の誤差は 5.2mm，TS 比高の誤差は 6.2mm とな

った．  

この数値は，GPS 比高の精度には及ばないが，目標とした 10mm を下回っており，ジオイド測量に使

用するには十分な精度を持っているといえる． 

 

４．結論 

今回，効率的なジオイド測量の作業方法として，電子基準点の高低差測定値が利用できるかを検討

した．精度評価の結果，TS 比高は十分な精度を持っていることがわかった．これにより，ジオイド・

モデル構築に使用可能なデータが増加し，さらに効率的なジオイド高データの整備が可能となる． 

今後も，ジオイド測量を実施して全国のジオイド高データを整備するとともに，より高精度なジオ

イド・モデルの作成方法の検討を行っていく． 

 

参考文献  

森下遊（2011）：ジオイド測量（電子基準点取付観測）の効率的な作業方法について（その２），平成

22 年度測地部技術報告書． 

図－２ GPS 比高と TS 比高の比較 
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重力基準網の高度化に関する研究（第５年次） 

 

 

実施期間         平成 18 年度～平成 22 年度 

測地部物理測地課 岡村 盛司  菅原 安宏 

    植田  勲 

 

１．はじめに 

1974 年に国際重力基準網 1971（IGSN71）が公表され，これに基づき日本重力基準網 1975（JGSN75）が 1976

年に公表された（国土地理院，1976）．その精度は，0.1mGal である（Kuroishi and Murakami，1991）． 

その後，1997 年に日本重力基準網（JGSN96）が公表された．この精度は JGSN75 より１桁良い 0.01mGal で

ある（測地部，1997）．JGSN96 は JGSN75 に基づいて決定された約 14,000 点の二等重力測量の成果との結合

が期待されたが，これは実現できていない． 

これを踏まえ，JGSN96 よりも基準重力点を増設した新しい日本重力基準網（JGSN2010）の構築及び二等重

力測量の成果との結合のために 29 点の基準重力点における基準重力測量と，約 150 点の基準・一等重力点及

び水準点における一等重力測量を実施し，2009 年度までに全国の測量を終了した． 

本研究は，これまでに得られた基準および一等重力測量に基づき新しい重力基準網の構築を行うとともに，

過去の二等重力測量データを整理し，その成果の結合を行うものである． 

 

２．重力基準網の構築手順 

①絶対重力計 FG5 を用いて 1998 年以降に基準重力測量を実施した全国 29 点の基準重力点の重力値を決定

する． 

②この基準重力点の重力値を基準としてラコスト重力計を用いて 1997 年以降に一等重力測量を実施した

基準・一等重力点，水準点約 150 点からなる一等重力網（JGSN2010）を決定する． 

③JGSN2010 を既知として，二等重力測量を実施した二等重力点に成果を結合する． 

 

３．研究内容 

今年度に実施したのは以下のとおりである． 

①JGSN2010 が準拠する重力基準系の検討 

②Ｇ型ラコスト重力計を使用した観測および計算手法の見直し  

③Ｇ型ラコスト重力計の定数表の見直し 

 

４．得られた成果 

①JGSN2010 が準拠する基準系の検討 

現在構築している JGSN2010 は，準拠する重力基準系がない状況である．そのため世界で進行中の，

国際重力基準網の構想などを参考に，日本独自の日本重力基準系 2010 を確立し，当分の間，この基

準系に準拠した重力網の構築を行う計画である．日本重力基準系 2010 では，重力値算出に使用する

補正情報などを国際的な標準で統一的に行うことや，重力点の位置情報を GPS 等で正確に求めるこ

となどを規定し，国際的に通用する基準系とする予定である． 
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②Ｇ型ラコスト重力計を使用した観測および計算手法の見直しの必要性 

JGSN2010 の公表に向けて作業を進めてきたが，網平均計算においてラコスト重力計の周期誤差が考慮さ

れていないことが判明した．周期誤差を求めるには，しっかりした基準値があること，ノイズが少ないこ

と，必要な重力差があること，十分なデータ数があること，データ取得は短時間で行うこと，などの条件

を満たしているところで実施しなければならない（菅原，2010）．近郊で条件をクリアする場所として，

筑波山点検線があり，ここで平成 23 年４月に測定を行う計画である．また，短い周期の誤差を推定するた

めに院内の測地観測塔でも観測を実施する予定である． 

周期誤差のほか磁方位の影響も把握しておく必要があることが判明した．これまでラコスト重力計によ

る測定は，ほとんどの場合，北に向けて測定を行っているため，その影響は少ないと思われるが，最適な

磁方位がどこにあるのか把握しておく必要がある．この最適磁方位推定のための観測を平成 23 年度中に実

施する計画である． 

また，ラコスト重力計の測定には，気温の低い日は作業をしない方が良いこと，cross level 方向を道

路と平行に設置すること，できる限り重力計を整準したあと電源を投入すること，クランプの操作

は常に同じ回転速度で操作することなど測定で考慮していない事項がいくつか判明した．これらのこと

を注意し，周期誤差および最適磁方位推定のための観測を行う予定である．なお，これらの操作上の注意

点は，作業規程運用基準に掲載し規定することにする． 

③Ｇ型ラコスト重力計の定数表の修正 

ラコスト重力計は，測定範囲である読み取り値を LaCoste & Lomberg 社から与えられている定数

表を使用して重力値を求めている．定数表に示されていない読取値は，定数表に示されている重力

値を基にして換算している．この換算率をより正確に求めるため新定数表を決定した．JGSN2010 に

は，この新定数表を採用する予定である（菅原，2010）． 

５．結論 

今年度に JGSN2010 を公表するとしていたが，JGSN2010 の基礎部分である準拠する重力基準系がないこと

が判明したため今年度は重力基準系の検討を精力的に行った．その結果，重力値算出に使用する補正情報

などを国際的な標準で統一的に行うことが必要であると判明した． 

Ｇ型ラコスト重力計の周期誤差及び最適磁方位推定のための観測を行い，影響を見積る必要があること

が判明した．これらを一つ一つ解決して行くことが，重力基準系の構築につながるものと確信してい

る． 

 

参考文献 

国土地理院(1976)：日本重力基準網 1975 の設定，測地学会誌，22，65-76. 

Kuroishi and Murakami (1991)：Results of Absolute Gravity Measurements by GSI(Ⅲ),Bulletin of the 

GSI,36,21-31. 

測地部(1997)：新しい日本重力基準網の構築,国土地理院時報，87，13-20. 

本田昌樹(2009a)：重力点の経緯度の読み取り作業について，技術報告． 

本田昌樹(2009b)：重力点の経緯度の読み取り作業について（２），技術報告． 

植田勲（2010）：日本重力基準網 2010 への二等重力測量結果結合のための課題整理，技術報告． 

菅原安宏(2010）：Ｇ型ラコスト重力計を使用した観測および計算手法の見直しの必要性，技術報告． 

菅原安宏(2010）：Ｇ型ラコスト重力計の定数表の修正，技術報告． 
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地磁気時空間モデルを用いた磁気図作成の検討について（第３年次） 

―基準磁気点データの活用及び改測点数の検討― 
 

 

実施期間     平成 20 年度～平成 22 年度 

測地部物理測地課 阿部 聡 植田 勲  

田上 節雄 

 

１．はじめに 

地磁気係では，2010.0 年磁気図作成のために地磁気時空間モデルの技術開発を実施している．この

うち平成 19 年度までに地磁気時空間モデルの基礎的な技術開発は終了した．平成 20 年度は，磁気図

の作成に必要なデータセットを自動で作成できるプログラムを開発し，平成 21 年度は，地磁気時空間

モデルの内部評価と外部評価を行った．平成 22 年度は，地磁気時空間モデルに新たに基準磁気点の実

測値を取り込むようプログラムを改修し，その上で、磁気図の精度維持に必要な一等磁気点改測点

の検討を行った． 

 

２．研究内容 

地磁気時空間モデルは，一等・二等磁気点の 1970.0 年値からの変化量を計算するモデルである．こ

のモデルには連続的なデータが必要不可欠であるため，1970 年から現在まで長期的に連続観測を行っ

ている観測所のデータを利用する．今回は，1996 年に全国 11 ヶ所に設置された，基準磁気点の連続

観測データをモデル作成に活用し，かつ使用する一等磁気点データを厳選する検討を実施した．最初

に，地磁気時空間モデルを改良し，基準磁気点のデータを組み込んだ上，モデルに用いる一等磁気点

を恣意的に選べるようにした（以下，「改良モデル」という）．従来のモデルと改良モデルの違いを図

－１に示す． 

 

図－１ 従来のモデルのフロー（左）と改良モデルのフロー（右） 

 

次に，この改良モデルを使用して，①従来の地磁気時空間モデル（以下，「基準モデル」という．）

との比較，②2000 年以降に観測された点の実測値との比較，を実施した．①の結果を反映させてモデ

ルに使用する一等磁気点を選択し，再度①を実行する，という手法を繰り返し，最終的におよそ 30

通りの一等磁気点の組み合わせで検証を行った． 
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３．得られた成果 

①の繰り返し検証の結果，一等磁気点５点（礼文島，帯広，十日町，山口，長崎）を使用したもの

が，最も基準モデルとの差が小さく，かつ点数を少なくすることができることが明らかになった．図

－２に基準モデルとの差をカラーコンターで表したものを示す．比較のため，基準磁気点のみの場合

もあわせて示す．また，図中には最大較差と，平均二乗誤差を示した．これらの値から，一等磁気点

を５点加えることでより基準モデルに近づくことがわかる．なお，今回は偏角成分のみを示したが，

他の成分も同様の結果であった． 

 

 

図－２ 基準モデルとの偏角成分の差（左：最良モデル，右：基準磁気点のみ） 

 

このモデル（一等磁気点５点）について②の検討を行った結果を，表－１に示す．偏角および伏角

に関しては１分，他成分に関しては 10nT 程度の誤差を含んでいることが確認できた．この値は，基準

モデルにおける実測値との差と大きく変わらない．よって，少ない点数でも基準モデルの精度を十分

に再現できていることがわかる．なお，基準モデルの実測値との差は，磁気図のコンター間隔（偏角

および伏角：10 分，他成分：100nT）より十分小さな値である． 

 

表－１ モデルと実測値の差（RMS） 

 偏角 D 伏角 I 水平分力 H 鉛直分力 Z 全磁力 F 

改良モデル 1.01′ 0.79′ 10.7nT 9.0nT 8.0nT 

基準モデル 0.98′ 0.78′ 10.2nT 8.7nT 7.5nT 

 

４．結論 

基準磁気点の連続観測データを磁気図作成の根幹となるデータとして利用することで，モデルに使

用する一等磁気点数（繰り返し観測が必要な一等磁気点数）を大幅に減らせる可能性が示唆された．

今後は，基準磁気点の観測を維持することが磁気図の精度保持にとって最も重要となる．その結果，

一等磁気点の観測点数を少なくしたとしても従来の磁気図と遜色のない磁気図の作成が可能となり，

業務の効率化，基準磁気点の有効利用につながる． 
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地盤沈下監視の効率化および測量成果の提供方法の研究 
 

 

                         実施期間     平成 21 年度～     

                         測地部宇宙測地課 野口 優子  鈴木 啓 

 

１．はじめに 

 測地部宇宙測地課では，陸域観測技術衛星「だいち（ALOS）」に搭載されている L バンド合成開口レ

ーダー（PALSAR）の観測データを用いて，地盤沈下監視を目的とした SAR 干渉解析を定常的に 17 地域

実施している． 

 一方，地盤沈下の発生状況を把握する手段として実施されているのが，国及び地方公共団体による

定期的な水準測量である．近年，地盤沈下の沈静化等に伴い，水準測量を利用した監視は縮小傾向に

あるため，測量計画機関では継続的でより効率の良い地盤沈下監視手法の検討を行っている．そこで

この要望に応えるため地盤沈下監視における干渉 SAR の利用を目指し，新たに取り入れたスタッキン

グ手法を用いて干渉 SAR と水準測量の並行観測による精度検証を，干渉 SAR で検出した津軽平野の地

盤沈下地域において平成 19 年度～平成 21 年度に実施した．その結果，両者で観測された地盤沈下量

は調和的であった（森下ほか，2010）． 

 本稿では，津軽平野を含む定常解析 17 地域について，津軽平野と同様の手法で年間の沈下速度を推

定したので，その結果を報告する． 

 

２．研究内容 

 地盤沈下監視を目的とした定常解析 17 地域について，以下の①～③の手順で解析を行い,年間の沈

下速度を推定した． 

①各地域において，基線長垂直成分（Bperp）が短く，時間間隔が１～３年のペアを選び干渉解析を行

った． 

②①で得られた結果を使用し，各衛星進行方向（北行・南行）においてスタッキングを行い,年間の沈

下速度を推定した． 

③②の両進行方向の結果を用いて 2.5 次元解析を行い，上下成分を求めた（厳密には,水平面から約

80°南へ傾く方向）． 

 

３．得られた結果 

干渉 SARにより年間の沈下速度が１cm以上の

地盤沈下を捉えた地域は，石狩平野・津軽平野・

関東平野北部・九十九里平野・新潟平野・南魚

沼地区・金沢平野・大阪平野の８地域であった

（表－１）．スタッキングを行うことにより，ノ

イズの影響が軽減され，沈下量が小さくこれま

で検出が困難であった地盤沈下を検出すること

ができた．しかし，この手法によって求めた沈

下速度は数年間の平均速度のため，沈下速度を

定常解析地域 主な沈下地域 沈下速度 

石狩平野 石狩川流域  １～２（cm／年） 

津軽平野 板柳町から藤崎町  ４～５（cm／年） 

関東平野北部 常総市  約１ （cm／年） 

九十九里平野 九十九里平野  １～３（cm／年） 

新潟平野 新潟港周辺  １～２（cm／年） 

南魚沼地区 南魚沼市  約１ （cm／年） 

金沢平野 金沢港周辺  １～２（cm／年） 

大阪平野 池田市  約１ （cm／年） 

※変動速度は，数年間の平均速度 

表－１ 干渉 SAR により地盤沈下を捉えた８地域 
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例年一定と仮定する必要があり，水準測量ほど厳密な沈下量を毎年求めることはできない. 

なお,これらの結果は，平成 22 年度に宇宙測地課が初版として発行する「監視年報」（国土地理院技

術資料 B１ - No.45）に，解説や等変動量線を加えて地方測量部や防災関係機関等へ提供する．「監視

年報」に掲載する成果の一例を図－１に示す.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．結論と課題 

スタッキングを行うことによって，年間の沈下速度が１cm 以上の地盤沈下を定常解析 17 地域のう

ち８地域において捉えることができた．地盤沈下を面的に捉えることのできる干渉 SAR を利用して水

準路線や観測周期の見直し等を行い，そのうえで水準測量を実施することで，より効率的な地盤沈下

監視が実施できると期待できる．ただし，関東平野南部・佐賀平野については，水準測量で年間１cm

以上の地盤沈下を捉えている（環境省, 2010）にも関わらず，干渉 SAR では捉えることができなかっ

た．この原因は，これらの地域の地盤沈下は，沈下範囲が干渉 SAR の分解能では捉えきれないほど局

所的なのか，あるいは不規則な変動のため，沈下速度を例年一定と仮定するスタッキングには適して

いないことが考えられる．後者が原因の場合は，解析ペアの時間間隔を短くした解析を行う等，細か

く監視していく必要がある．また，成果提供方法の一環として作成した「監視年報」は，提供した防

災関係機関等に意見を募り，より効率的に活用できるようにして次年度以降も継続して行う予定であ

る． 

 

参考文献 

環境省（2010）：平成 21 年度 全国の地盤沈下地域の概況． 

 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13187 

森下遊，鈴木啓，雨貝知美，唐沢正夫（2010）：干渉 SAR を活用した効率的な水準測量の実施へ向けた

取り組み，国土地理院時報，120，17-22． 

図－１ 干渉 SAR により地盤沈下を捉えた定常解析地域の等変動量図  

【新潟平野】 

【九十九里平野】 
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SAR 干渉画像を利用した地表変動の判読及び活用手法に関する研究 

 

 

実施期間     平成 22 年度 

測地部宇宙測地課 鈴木 啓  野口 優子 

 

１．はじめに 

測地部宇宙測地課では，陸域観測技術衛星「だいち（ALOS）」に搭載されている Lバンド合成開口レーダ

ー（PALSAR）の観測データを用いて，SAR 干渉解析を定常的に実施している．干渉 SAR は，陸域を面的に監

視することができる技術であり，現状の地上観測網では把握しきれない地盤・地表変動地域（地盤沈下・

地すべり等）を面的に検出できる有効な手段である．これまでにも多くの地盤沈下や地すべり性の地表変

動を検出してきている．本年度は，定常監視地域（66 地域）に加え，解析実施地域を拡大し，主に地すべ

り性地表変動の検出を目的とした SAR 干渉解析を実施した．本稿ではその SAR 干渉解析結果を報告する． 

 

２．研究内容 

対象地域は，過去に地すべり等の土砂災害を繰り返している長野県小谷村にある稗田山周辺として，数

パターンの SAR 干渉解析を行った．そして，地すべり性地表変動の検出に良好な結果を得られる解析ペア

について検証した．また，第三紀層地すべり（固結度が低く堆積軟岩がすべるタイプ）が多くみられる東

北地方について SAR 干渉解析を行った結果のうち，秋田県東成瀬村周辺の検出事例を紹介し，地表変動判

読及び活用手法を検討する． 

 

３．得られた成果 

（１）稗田山周辺 

2008 年７月 20 日と 2009 年９月７日の約１年以上の期間を挟むデータを用いて SAR 干渉解析を行った結

果，稗田山西方に地すべり性の地表変動を検出した（図－１）．また，数パターンの SAR 干渉解析を行った

結果，「積雪の影響がない」，「基線長垂直成分（Bperp）が±300m 以内」，「観測期間 1年前後」の３条件に

当てはまる観測データを利用すると良好な結果が得られることがわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 稗田山周辺の地すべりと思われる地表

Analysis by GSI from ALOS raw data of JAXA, METI

衛星視線方向 

衛星進行方向 
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衛星視線方向 

衛星進行方向 

Analysis by GSI from ALOS raw data of JAXA, METIAnalysis by GSI from ALOS raw data of JAXA, METI
衛星視線方向 

衛星進行方向 

（２）秋田県東成瀬村周辺 

次に，検出例の一つとして，秋田県東成瀬村の狼沢で見られた変動について紹介する．（１）で示した３

条件を基本に解析ペアを選択し，北行軌道は 2008 年６月 23 日と 2009 年９月 26 日のデータを，南行軌道

は 2008 年７月 16 日と 2009 年６月３日のデータを用いてそれぞれ SAR 干渉解析を行った．南行軌道では，

北西方向への地すべり性の地表変動が確認できた（図－３の赤丸内）．一方，北行軌道では南行軌道の期間

を挟むほぼ同時期に観測されているため，同様の変動が検出できる可能性が

非常に高いと考えられるが，地すべり性の地表変動と思われるような位相変

化確認できない（図－２）．この原因は南行軌道で捉えた変動が，西向き/

沈降であるため，北行軌道では，感度が悪くなったことが考えられる. また，

その他にも斜面での変動のため，急峻な地形と SAR 観測に起因するフォアシ

ョートニングの影響も考慮する必要がある．フォアショートニングとは，衛

星視線方向側の斜面が倒れこんで見える現象である． 

 

 図－２ 狼沢周辺（北行軌道）         図－３ 狼沢周辺（南行軌道） 

 

４．結論 

SAR 干渉解析により地すべり性の地表変動を検出することができた．しかし，「積雪の影響がない」，「基

線長垂直成分（Bperp）±300m 以内」，「観測期間１年前後」の３条件に当てはまる解析ペアが少なく，良好

な解析結果を得られない地域もあった．その他にも，気象条件や観測条件等による様々な誤差（ノイズ）

の影響で地表変動を検出しにくい地域もあった．また，今回例に挙げた狼沢の地表変動の様に，一方向の

解析結果でしか地表変動が確認できない地域が他の地域でも見られる. よって，解析ペアを厳密に選択す

ることや多方向からの観測が非常に重要である． 

地すべり性の地表変動を判読するためには，SAR 干渉画像のみでなく，地形・写真判読やその他のデータ

と組み合わせて判断する必要がある．活用手法については，SAR 干渉解析の最大の長所である面的かつ広範

囲の情報を利用することにより，地すべり監視範囲を効率よく把握できることが期待される．今後も今回

のように得られた情報を基に，検出事例を増やし，利活用方法を検討していく． 
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アジア太平洋地域地殻変動監視のための宇宙測地観測データ等の 
流通・活用推進体制の構築手法に関する研究 

 

 

実施期間           平成21年度～平成22年度 

測地部宇宙測地課   町田 守人    唐沢 正夫 

 

１．はじめに  

巨大地震，津波，火山噴火，地滑り，地盤沈下，洪水，台風，海面変動，砂漠化，森林火災など甚

大な被害を及ぼす自然災害は，過去を通じて世界各地で繰り返し発生してきた．大気，海洋．地殻表

層，固体地球内部の４圏は，これらの災害の原因となる自然現象が生成する過程の場となっているだ

けでなく，人類の生活圏と直接的・間接的に接している．そのため，社会・経済活動を日々営んでゆ

く上で，自然がもたらす様々な恩恵とともに，自然現象が時として垣間見せる脅威との関わりあいを

避けることはできない．  

このような自然災害への対応には，災害発生直後における警報・救助・支援・被災地現況把握・ラ

イフライン復旧などの即時対応，避難訓練などの防災行動の確立，ハザードマップ等による災害発生

リスクの把握をはじめ，多岐にわたって展開されている実績がある．その一方で，自然現象は国境に

関わりなく発生し，国境を越えて伝播するため，自然災害によって及ぼされる被害の範囲にも国境は

無い．国家・機関・組織間の密接な連携のもとで観測体制を地域・地球規模で統合し，戦略的な展開

を通じて解決を図ろうとするのが，甚大な被害を及ぼす自然現象への対応という課題における近年の

情勢となっている．このような取り組みの事例として，地球観測に関する政府間会合（Group on Earth 

Observations：GEO）のもとで進められている「全球地球観測システム（Global Earth Observation 

System of Systems：GEOSS）10 年計画」，国連傘下にあるアジア太平洋 GIS 基盤常置委員会（Permanent 

Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific：PCGIAP）がアジア太平洋地域におけ

る共通課題の一つである自然災害への対応を測地学的な側面から強化することを目的として進めてい

る国際測地共同観測事業，日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）が 2005 年から進めているセンチネル

アジア（Sentinel Asia）を挙げることができる． 

これらの取り組みでは，先端的な観測手段の導入・普及とともに既存の観測手段の充実も踏まえた

広範囲を対象とする観測基盤の形成，長期にわたる観測継続の推進，政策決定者や利用者に対する観

測データや災害関連情報の迅速な提供など，共通する特徴を備えている． 

国土地理院が展開している「アジア太平洋地域地殻変動監視事業」は，アジア太平洋地域の関係各

国と国際協働を通じて平成 18 年度から取り組んでいる国際測地観測事業である．アジア太平洋地域の

拠点的な位置に GPS 連続観測設備を設置して観測データを収集し，解析によって得られた地殻変動に

関する監視情報を web サイト経由で各国へ提供するとともに，巨大地震の発生予測，地震発生機構の

解明に取り組むことを主な目標としている．これに加えて PCGIAP が進めている，アジア太平洋地域で

共通して利用可能な測地基準座標系（Asia Pacific Reference Frame：APREF）の構築プロジェクト

にも参加している． 

この調査研究では，アジア太平洋地殻変動監視事業の展開を通じて，観測技術の単なる運用だけに

とどまらず，得られる観測データから解析によって抽出される情報を地殻変動の監視に対して適確に

反映させ，その先の防災／減災行動への効果的な利活用を推進するため，必要な検討を行う． 
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２．研究内容 

測地学的な側面から講じられるアプローチは，主として地殻活動に起因する自然災害の監視にあた

って有効と認識されている．最近は GPS，SAR，VLBI などの宇宙測地技術が精密な地殻変動観測に欠く

ことのできない常套の手段となっている．このうち GPS は，アジア太平洋地域地殻変動監視事業にお

いて現時点で実施している観測種別の中心を占めている．このほか，日本を含めたアジア環太平洋と

欧州の座標算出を目的とする APSG シリーズの国際 VLBI 観測が，国際 VLBI 事業（IVS）の企画調整に

基づいて年２回程度実施されているが，利用者への提供可能な監視情報としては，太平洋プレート上

の拠点的島嶼部で実施している GPS 連続観測データだけにとどまっている．これらの現状を踏まえて，

この研究では，アジア太平洋地域に対する適確な地殻変動監視に向けて，①効果的な流通・活用に向

けた適確な監視情報の形成，②効率的な情報流通のための情報提供過程の形成，③解析戦略の確立，

④他の測地観測技術（干渉 SAR，VLBI，重力測定等）に関するアジア太平洋地域での利活用性の拡大，

⑤GPS と他の測地観測技術との相互比較・検証について検討する． 

干渉 SAR は，地殻変動の監視対象地域に対して合成開口レーダ（SAR）による観測を２回実施して，

それらの位相情報の差分を利用して面的な地盤変動を把握できる技術である．被害地域の把握や巨大

地震の発生メカニズム解明に実績を示している．平成 21 年度には，アジア太平洋地域の広域地殻変動

監視に対する利活用性という観点から，アジア太平洋地域から干渉 SAR 解析による災害監視に適した

事象を抽出し，解析を進めて成果の蓄積を図った．また，アジア太平洋地殻監視事業を仲介とした干

渉 SAR 解析結果の海外ユーザー向け提供体制の検討をおこなった． 

 

３．得られた成果 

平成 22 年度には，解析領域の基盤を構築するため，GPS 解析支援システムを開発した． 

（1）機能要求：GPS 観測データの精密な基線解析と解析結果の編集及び可視化に関する処理行程の遂

行を支援することを目的として，運用者に対して必要な機能を GUI により提供するアプリケーショ

ン・ソフトウェアとしてシステムを定義した．解析条件の設定，軌道情報の取得，観測データの品質

チェック，各種補正計算，座標変換，精密な基線解析などの基本的な機能に加えて，スムージング・

フィルタリング・トレンド解析などの二次解析の機能をシステムに実装した． 

（2）解析結果の出力：このシステムにより，観測点の座標（水平成分，鉛直成分）の時系列，基線長

の時系列．観測局の変動ベクトル，せん断歪（水平成分）を出力することができるようになった．画

像形式により可視化するか，またはテキスト形式による出力も可能となった． 

（3）操作モード：一連の解析工程を手動操作により処理できるほかに，自動運転モードも備えており，

定常解析や緊急解析など状況に応じて解析方法を選ぶことができる． 

（4）性能要求：APREF などの共生している外部プロジェクトの規模を考慮して，同時に解析可能な観

測点数は 300 点となっている．また，Bernese 5.0 及び Bernese Processing Engine がシステムの基

幹パッケージとなっている． 

（5）ハードウエア構成：システムは精密な基線解析及び二次解析を分散処理するための４台の LINUX

サーバ（CPU 2.76GHz）と，解析結果を可視化するための１台の web サーバにより構成されている． 

 

4．結論 

これまで観測及びアーカイブ領域の基盤形成が進められてきたが，今年度は解析領域の基盤を構築

した．適確な監視に向けて解析戦略の確立を進め，平成 23 年度から定常解析を開始する予定である． 
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REGMOS の高度化に関する研究（第４年次） 
 

 

実施期間     平成 19 年～平成 22 年度 

測地部機動観測課 横川 正憲       

 

１．はじめに 

機動観測課では，火山地域における地殻変動監視のため，GPS 火山変動リモート観測システム（以

下，「REGMOS」という．）を設置している．その REGMOS 及び各種機器は平成 10 年度に１号機を作成し、

その後改良を続け現在に至っている．平成 20 年度には発電効率を飛躍的に上げた八角形型の REGMOS

筐体を作成し，平成 21 年度には総合制御装置（以下，「RCL」という．）及び高速通信を可能にした衛

星携帯電話を導入し，さらにネットワークカメラ等付属機器の接続も可能にした．本研究では，平成

22 年度に，これら各種システムを取り入れた REGMOS を，既設の樽前山の REGMOS と入れ替え，実際に

現地で得られた結果について，これまでの対策が有効であったか検討を行った． 

 

２．研究内容 

① 高速衛星通信を使用することによる効果 

従来の REGMOS では，１割程度の確率で通信障害が発生している．そのため，通話時間を短くし，

通信障害による欠測を防ぐこと． 

② 温度計，傾斜計で得られる効果 

電子機器の温度を把握する事により安定稼動をはかると共に，地中温度も測定し凍上現象による

変動を検出する．また，傾斜計を REGMOS 筐体と地盤に設置し，変動を分離する． 

③ ネットワークカメラによる効果 

GPS アンテナのレドームの状態を撮影すると同時に，火山の様子を撮影すること． 

 

３．得られた成果 

① 高速衛星通信を使用したことによる検証結果 

新しく導入した通信機器は， アドバリュー社製の SABRE１で，インマルサット BGAN (Broadband 

Global Area Network) サービスを利用することにより，通信速度 240kbps（上り）の IP 通信が可

能になった．また，取得した GPS 観測データ及びステータスデータは，現地の RCL で１時間毎に約

25Kbyte 程度に圧縮して送信するため，数秒で転送が可能である．そのため，通信エラーがなくな

り通信障害による欠測が無くなった． 

② 温度計，傾斜計で得られた結果 

図－１は，REGMOS で測定した温度変化である．冬に向かって日周変動を繰り返しながら気温が下

がり，地中の温度は外気温に合わせ緩やかに低下している．REGMOS 内部の温度と外気温もほぼ同じ

結果となり，風にさらされていなくても REGMOS 内部は，かなり外気温の影響を受けることが確認で

きた．しかし，RCL は断熱材の中に設置され，常時電源が入っているため温度が低下しにくく，REGMOS

内部の温度とは常時約 15℃以上高く維持されている．そのため，-20℃になる冬季の北海道山頂で

問題なく稼動することが確認できた． 

一方，傾斜計のデータは温度計と同じ変動を示したため，データ取得の段階で異常が無いか現在

検証中である． 
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図－１ REGMOS で測定した温度変化 

 

③ ネットワークカメラによる撮影結果の検証 

図－２は樽前山に設置した REGMOS からの画像である．溶岩ドームと GPS アンテナ，ネットワーク

カメラの位置関係を考慮して設置したことにより，GPS アンテナへの着雪が観測結果に与える影響

を把握でき，精度管理に寄与した．また，２つの高解像度センサーにより高画質で昼間と夜間に対

応し，夜間の監視も可能となった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「11 月 21 日 0 時」      「11 月 21 日 15 時」     「1 月 2 日 15 時」 

図－２ 溶岩ドーム及び GPS アンテナの様子 

 

４．結論 

REGMOS は，改良を続けてきたことで安定稼動を続けることが可能になり，今後は GPS 観測データ以

外にも画像や温度，傾斜のデータ取得が可能である． 

 しかし，各種システムを取り入れた REGMOS は現地に設置してまだ半年であり，順調に稼動している

が，傾斜計はデータの異常と思われる変動を示している．今後は，修正すべき点を早急に解決し，現

在検証中の磁気儀のデータも取得し，さらなるマルチ化を目指したい． 

 

参考文献 

横川正憲(2009)：REGMOS における通信機能の高度化に関する研究（第３年次），平成 21 年度国土地理

院調査研究年報． 
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自動測距測角装置の高度化に関する研究(第２年次) 

 

 

実施期間     平成 21 年度～平成 22 年度 

測地部機動観測課 橋本 栄治  田中 和之 

横川 正憲        

 

１．はじめに 

機動観測課では，自動測距測角装置 Geodetic Monitoring System（以下，「GeoMoS」という．）を伊豆大島

の三原山に設置し，火山活動における地殻変動の監視を実施している．しかし，GeoMoS には予備機が無く，

早急な予備機の確立が必要である．そこで，機動観測課では，ソキア・トプコン社製の自動測距測角装置 SRX1

（以下，「SRX1」という．）を平成 20 年度に購入した． 

火山活動が活発な地域では，安全確保のためにできるだけ遠くから観測する必要があるが,SRX1 の自動視

準能力は１km しかない．そこで平成 21 年度には，SRX1 の自動視準距離を，１km から５km に延伸する研究を

実施した（瀬川ほか（2009））．ソキア・トプコン社からは，レーザーの安全性や精度の確保等を考慮のうえ

自社保有の器機 SRX5 を改造し，自動視準による５km 超の基線の観測に成功した旨報告された． 

今年度は，ソキア・トプコン社が改造した SRX5 を借用して伊豆大島の三原山で試験観測を実施し，改造の

妥当性を確認した後，機動観測課所有の SRX1 に SRX5 同様の改造を施した． 

 

２．研究内容 

SRX5 の自動視準距離のカタログスペックは１km 

であるが,ソキア・トプコン社は, ５km 超の観測が

実施できるよう自動視準用のレーザーをクラス１

からクラス 3B に改造した．機動観測課所有の SRX1

を改造するにあたり，SRX5 の改造の妥当性を確認

するため, 伊豆大島の三原山で試験観測を実施し

た．さらに,改造した SRX1 の性能を確認するため,

国土地理院周辺で試験観測を実施した． 

クラス 3B のレーザーには，厚生労働省から「レ

ーザー光線による障害防止対策要綱」による規制が

掛かっているため、十分な注意を払って観測を実施

した． 

（１）伊豆大島での試験観測 

SRX1 は GeoMoS が不調になった際に,後継機とし

て三原山に配備される可能性が高い．このため，三原山の GeoMoS 局舎を使用して試験観測を実施した．観測

には，ソキア・トプコン社保有の改造済みの SRX5 を使用した． 

図－１に GeoMoS局舎と反射点の配置を示す．試験観測では，局舎から最も遠い８番（2.7km）,10番（2.2km），

２番（1.5km）及び局舎の外 3.5ｍにある 99 番の４方向での測定を行った． 

 図－２は，SRX1 に手動で記憶させた距離の初期値と,自動視準機能で観測した距離の差を mm 単位でプロッ

トしたものである． 

■器械点 

●反射点 

図－１ GeoMoS 局舎と反射点の配置 

８ 

10 

２ 

1000m 

GeoMOS 局舎 
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図－２ 局舎内での距離の変化 

 ２番を除き，欠測なく順調に観測し，値のばらつきは 3mm 程度であった．その結果，約 2.7km の長距離基

線や，3.5ｍの短距離基線での自動視準による観測が可能であり，SRX5 の改造の妥当性が確認された．また，

２番の値のばらつきについては、温度補正や地形的な問題などが考察されるため,今後も原因究明のために試

験観測を継続する． 

（２）国土地理院周辺での試験観測 

 三原山での試験観測結果を受け，機動観測課の SRX1 の自動視準用レーザーをクラス 3B に改造した．改造

が適正に実施されているかを確認するため,国土地理院周辺を移動しながら三等三角点小野越峠に設置した

３素子反射鏡を自動視準で観測した．小野越峠までの距離は，8.5km，7.5km，6.5km，5.3km，3.7km，2.6km

と変化させた． 

自動視準による観測は，5.3km までは問題なく実施できた．このことから５km 程度の自動視準が可能であ

ることが確認できた．なお，6.5km より長い基線については，自動視準はできなかったものの手動での観測

はすべて成功した． 

 

３．結論 

 ソキア・トプコン社保有の SRX5 を使用した試験観測の結果から，クラス 3B レーザーによる自動視準は有

効であることを確認したので，機動観測課所有の SRX1 を同様に改造した．この結果，国土地理院近傍で５km

超の自動視準に成功した． 

しかし,現在運用している GeoMoS と同じようなリモート観測を行うには，通信方法や，通信するデータの

フォーマットの確立が必要である．また，三原山や緊急観測時など，一般の方々が立入禁止区域となってい

る場所での使用が主とはいえ，今後は観測環境の整備も考えながらの運用を行わなければならない． 

SRX1 は，水平角や鉛直角を１秒単位で観測できることから，測角データ利用による火山活動における地殻

変動の三次元的な監視なども考えられる．今後も試験観測を継続するとともに，これらのデータ処理ツール

の整備を行い，自動測距測角装置の更なる高度化を目指す． 

 

参考文献 

瀬川秀樹，横川正憲(2009):自動測距測角装置の高度化に関する研究，平成 21 年度国土地理院調査研究年報． 
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ニュースーパーインバールを使用した試験観測(第２年次) 
 

 

実施期間      平成 21年度～平成 22年度 

測地部機動観測課  橋本 栄治 平岡 喜文 

 

１．はじめに 

機動観測課では，静岡県御前崎地区において実施されている水準測量の繰り返し観測に見られる年

周的な変動の原因究明のために，ソキア・トプコン社製ニュースーパーインバール標尺 BIS30A（以下，

「BIS30A」という．）とその専用電子レベル SDL1X（以下，「SDL1X」という．）を平成 21 年 7 月に購入

した．BIS30A は従来の標尺と比べて膨張係数がきわめて小さいため，特に冬期に見られると考えられ

ている，日射による標尺表面温度の変化が比高へ及ぼす影響を軽減できると期待されている．本稿で

は，平成 21 年に御前崎地区において実施した試験観測（瀬川他，2009a）を引き続き実施し，従来の

機器による観測結果と比較したのでその結果を報告する． 

 

２．研究内容 

本研究は，昨年度同様図－１に示す二等水準点 2605（掛川市）

から 2600（菊川市）までの約 11km を，御前崎地区精密基盤傾

動測量を受注した請負会社の観測班の後を追いかける形で観測

し，従来の観測機器の観測結果と BIS30A と SDL1X による観測結

果との比較を行った．なお，請負会社は昨年度と変わっている

が，使用した観測機器は昨年同様ツアイス社製バーコード標尺

LD13 と，電子レベル DiNi12 である．試験観測実施時期は，第

４回の観測を平成 22 年４月，第５回を同年６月，第６回を同年

９月，第７回を平成 23 年１月に実施した． 

昨年度と違う点として，観測開始前に SDL1X に十分な時間通

電を行った．これは，SDL1X の視準線が通電時間によって変化

する現象（パワーオンドリフト）が確認されたためである．こ

の現象は，十分な時間通電してから観測を開始すれば，影響を軽減することが可能である（後藤他，

2010）．なお，現在機動観測課が所有している２台は，メーカーによるパワーオンドリフトの対処を済

ませている． 

また，第３回(平成

22 年１月)の試験観

測から，BIS30A の表

面 0.5ｍ，1.5ｍの２

か所に温度センサー

を取り付け，精密に

標尺表面の温度変化

を測定した．図－２

に第３回の温度測定

図－１ 水準路線図 

 

図－２ 2601 から 2602-1 の温度測定結果 
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のうち，2601 から 2602-1 の結果を示す（瀬川他，2009b）．これらの温度測定値を用いて，日射によ

る標尺表面温度の変化から生じる比高への影響を見積もった． 

 

３．得られた成果 

試験観測路線の１km当たりの標準偏差の平均は 0.41mmと，従来の観測機器と遜色ない値であった． 

2009 年４月の観測成果を基準とし，従来の観測機器との比較を行った．結果を図－３に示す．従来

の観測機器による上下変動の振幅に比べ，BIS30A を用いた観測機器の上下変動の振幅は小さくなって

いる．また，日射の影響が大きいと思われる冬季に注目すると，2010 年１月に両者の差が最大であっ

た．また，標尺間で温度差の小さかった 2011 年１月に比べて温度差の大きい 2010 年１月の方が両者

の差が大きい．このことから，冬季がやはり影響が大きいこと，冬季であっても天候により影響度が

大きく変わることが分かる． 

 

図－３ 従来の観測機器との比較 

 

４．結論 

試験観測結果から，BIS30A は従来の標尺に比べ，日射による標尺表面温度の変化から生じる比高へ

の影響を受けにくいと言える．また，温度センサーの測定値から日射の影響について観測ごとに次式

のとおり計算し，全観測について合計した結果, 影響が大きいと考えられている冬期である 2010 年１

月では-0.54mm となり，補正すると BIS30A と SDL1X を用いた観測結果に近づいた． 

∆h = - C (b - f) - a{(b - f ) - t (b - f)} 
ここで，C は基準温度における標尺定数，ｂは後視観測値，ｆは前視観測値，αは膨張係数，b は

後視観測時の標尺表面温度，f は前視観測時の標尺表面温度，t は基準温度（20℃）である. 

しかし，BIS30A と SDL1X を用いても，まだグラフにはうねりが現れている．二等水準点 2605 を不

動点として個々の水準点の変動を見てみると，変動の上下の向きも，変動量も点ごとに一様ではなく，

規則性もない.よって，結果に見られるうねりには，水準点個々のローカルな変動も内包しているので

はないかと考える． 

 

参考文献 

後藤清，田中和之，橋本栄治（2010）:ソキア・トプコン社製電子レベル SDL1X の視準線の変化に関す

る試験観測の結果について，技術報告． 

瀬川秀樹，平岡喜文（2009a）:ニュースーパーインバールを使用した試験観測，平成 21 年度国土地理

院調査研究年報． 

瀬川秀樹，平岡喜文（2009b）:御前崎地区における年周変動の原因追求を目的とした試験観測結果に

ついて，技術報告． 
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場所情報コードの利用技術に関する共同研究 
 

 

実施期間         平成 22 年度～平成 23 年度 

測地部          高橋 保博  山際 敦史 

測地部計画課       佐野 伸明        

測地部測地基準課     檜山 洋平  越智久巳一 

湯通堂 亨  山尾 裕美 

地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室     

 小荒井 衛  神谷 泉  

乙井 康成        

 

１．はじめに 

 近年，屋内外において多種多様な位置情報サービスが展開されているが，これらの情報を屋内外で

統一的に利用できる位置情報基盤の整備が喫緊の課題となっている．こうした状況を背景に，平成 20

年６月に国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）を設置し，測位や航法を含めた位置に関する

幅広い社会需要に対応した位置情報基盤の整備や効果的な活用に関する具体的施策を検討し，その結

果を報告書として平成 22 年３月に取りまとめた． 

 この報告書では，従来の基準点体系を補完する新たな位置情報基盤として，位置情報点と場所情報

コードという新たな概念を導入した．場所情報コードは空間を水平方向 0.1 秒単位，高さ方向を建物

の階数で区分してモノを識別するコードで，既にインテリジェント基準点などに導入されているが，

施設管理や位置情報サービスなど他の分野における本コードの利活用に向け，平成 22 年度から平成

23 年度末まで産官学による共同研究を実施することとした． 

 

２．研究内容 

共同研究者を公募した結果，17 の研究機関・企業等（図－１）を採択し，研究内容に応じ以下の６

つのワーキンググループ（WG）に分け，検討を実施している． 

第１WG：タグ，IMES 及び LED の利用な

ど記録媒体の記述方法やコー

ド生成等の仕様に関する研究 

第２WG：具体的な利活用の場面を想定

した場所情報コードの利活用

に関する実証実験 

第３WG：利活用環境に応じた位置決定

手法の検討 

第４WG：基本情報，詳細情報の内容に

関する検討及び管理手法等

（インターフェイスも含む） 

                        図－１ 共同研究参加機関・企業等 

第５WG：場所情報コードを用いた空間参照系統合管理に関する研究 

第６WG：ITS 分野における利活用可能性についての検討 
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また，各グループ間の情報共有及び総合的な議論のため，共同研究者・学識経験者・関係省庁によ

る推進委員会を設置し，平成 22 年度に２回開催し議論を行った． 

 

３．得られた成果 

第１WG：IC タグ，QR コード，無線・赤外線，IMES を対象に検討を進めている．基本的に媒体に

は場所情報コードのみ格納すれば良いが，IMES は格納できるスペースがないため，場所

情報コードに整合する緯度・経度・階数の情報を信号メッセージに載せることで検討を

進めている． 

  第２WG：自治医科大学をフィールドとして，医療への応用（患者への経路案内支援，使用電波の

安全性評価等），緊急時の避難誘導などについての実証実験を平成 23 年度に実施する方

向で，現在具体的な計画の検討を進めている． 

第３WG：山梨県小菅村をフィールドとして，山間部における森林管理・登山客への情報提供に関

する実証実験を平成 23 年度に実施する．また，ハンディ GPS，ポケットコンパス等の簡

易な手法による位置決定の精度評価について，平成 22 年度に小菅村と国土地理院構内に

おいて実験に着手した． 

  第４WG：利用者が一定の信頼度で場所情報コードを利用できるよう，ガイドラインとして規定す

べき事項について項目立てを行った．現在，サーバー等において管理する基本情報につ

いて，他の WG の共同研究者へのアンケートを実施し，項目の洗い出しと仕様の検討を行

っている． 

  第５WG：①PI としての場所情報コードの利用，②住所と場所情報コードの関連付け，③可視光通

信を活用した机上検証のサブテーマについて検証を実施中． 

  第６WG：ITS 分野においては，高速移動中の車からのアクセスが想定されるため，タグとの通信

には数十メートル程度の通信距離が要求される．また，その後サーバーにアクセスする

時間も取れない．高速移動を行わない道路管理などの作業効率化への活用が期待される． 

 

４．結論 

平成 22 年度の取組としては，平成 23 年度に予定される実証実験等への準備・検討を行い，場所情

報コードを利活用する上で必要な情報の整理や検討などを進めた．今後，実証実験の結果等を踏まえ，

場所情報コードの実運用に向けた検討を引き続き進めたいと考えている． 

 

参考文献 

国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）（2010）：国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）

報告． 
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写真－１ 広帯域観測対応周波数変換装置 ADS3000+ 

超長基線電波干渉計による高精度観測に関する共同研究（第４年次） 
 

 

実施期間      平成 19 年度～平成 22 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

黒田 次郎  石原  操 

小門 研亮        

 

１．はじめに 

国土地理院では，宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(以下，「JAXA/ISAS」という．)と高精度な

測地成果を得るための測地 VLBI 観測及び宇宙探査機の軌道決定のための VLBI 観測を実施している．

平成 19 年度に共同研究協定を締結した後，JAXA/ISAS が所有する内之浦宇宙空間観測所の 34ｍアンテ

ナが参加した測地 VLBI 観測を実施している．また国土地理院では JAXA/ISAS が開発した VLBI 観測装

置を導入し，運用に関して情報共有を行っている． 

 

１．研究内容 

（１）測地 VLBI 観測 

国土地理院及び JAXA/ISAS が所有するアンテナを用いて測地 VLBI 観測を実施した．平成 22 年度は

臼田宇宙空間観測所の 64ｍアンテナが参加した VLBI 観測を 1 回実施した．また内之浦局が参加した

平成 22 年３月 14 日実施の観測について相関処理・解析を行った．さらに，これらの結果を用いてグ

ローバル解析を実施し，内之浦局の局位置及び移動速度を算出した． 

（２）宇宙探査機の精密軌道決定 

小型ソーラーセイル実証機「IKAROS」は，宇宙空間で帆を広げ，太陽光の圧力を受けて加速するこ

とが可能であることを実証するために打ち上げられた．「IKAROS」には新開発の VLBI 観測専用送信機

が日本の宇宙探査機で初めて搭載されており，国土地理院は７月につくば 32ｍアンテナを用いて精密

軌道決定 VLBI 観測を計５回実施した．また JAXA/ISAS は測地 VLBI 観測で得られた座標値を金星探査

機「あかつき」の打ち上げ時の軌道決定

に用いた． 

（３）VLBI 観測システムの高度化 

JAXA/ISAS 及び情報通信研究機構で開

発された広帯域観測対応周波数変換装置

(ADS3000+， 写真―１)を用いて「IKAROS」

観測及び測地 VLBI 観測を実施した． 

 

２．得られた成果 

（１）測地 VLBI 観測 

測地 VLBI 観測で得られた内之浦・臼田の対つくば基線長算出結果を表－１に示す．臼田局の観測で

は，一部の周波数のデータが使用できなかったため，総観測数の 30％近くのデータを除去して解析を

行った．結果，あまり良い精度を得ることができなかった． 
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表－１ 内之浦・臼田局の対国土地理院 VLBI 観測局基線長 
 

実験日 つくば-内之浦 [mm] 姶良-内之浦[mm] 父島-内之浦[mm] 

2008/01/20 991 987 181．55 ± 1．05 
77 798 369．31 ± 1．

26 

1 174 459 070．13 ± 1．

52 

2010/03/14 991 987 151．20 ± 2．05 
77 798 388．10 ± 2．

10 

1 174 458 928．39 ± 2．

34 

 

実験日 つくば-臼田 [mm] 姶良-臼田[mm] 父島-臼田[mm] 

2011/01/29 155 442 524．74 ± 3．33 
860 975 742．77 ± 3．

35 

1 067 524 190．22 ± 4．

38 

 

内之浦局の観測結果を用いたグローバル解析の結果を表－２及び表－３に示す．姶良局と内之浦

局は約 80km の距離にあり，両局がほぼ同じ速度ベクトルを持っていることから，姶良局の移動速度

の検証を行うことができた． 

 

表－２ 内之浦宇宙空間観測所の位置座標（元期 2000 年 1 月 1 日） 

X[mm] Y[mm] Z[mm] 

-3 586 229 108．16 ±3．

151   
4 114 103 798．22 ±3．330  3 290 224 834．12 ±3．019 

 

表－３ 各観測局の移動速度（元期 2000 年 1 月 1 日） 

観測局 Vx[mm/year] Vy[mm/year] Vz[mm/year] 

内之浦 -29．88 ± 2．35 -7．49 ± 2．62 -13．48 ± 2．06 

姶良 -25．41 ± 0．18 -7．87 ± 0．20 -14．80 ± 0．20 

つくば(参考)  -2．84 ± 0．07  5．30 ± 0．08  -4．39 ± 0．12 

 

（２）宇宙探査機の精密軌道決定 

VLBI 観測による精密軌道決定により，「IKAROS」の加速の状況を調べた結果，太陽光圧力による加

速を実証することに世界で初めて成功した．また，内之浦局の正確な位置を決定できたことにより，

「あかつき」打ち上げの際に見つかったドップラー観測よる軌道決定のずれを解決することができた． 

（３）VLBI 観測システムの高度化 

つくば VLBI 観測局では IKAROS 観測の際に始めて ADS3000+を用いてデータを記録し，フリンジを検

出することに成功した．また国土地理院は本装置を用いた測地 VLBI 観測も実施しており，IKAROS 観

測で培った運用のノウハウを活かすことによって測地成果を得ることに成功した． 

 

３．まとめ 

平成 22 年度は臼田局が参加した測地 VLBI 観測を実施したが，あまり良い精度の解が得られなかっ

た．今後の臼田観測では，使用する周波数配列の最適化を図る．また内之浦観測についても測地 VLBI

観測を実施し，姶良カルデラ周辺のローカルな地殻変動を監視する．VLBI 観測装置に関しても更なる

情報共有を図り，VLBI 観測の精度向上につなげる． 
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写真－１ K 帯受信機 

図－１ K 帯測地 VLBI 観測によるつくば 32m-VERA

水沢基線長算出結果(緑).赤は S/X 帯を用

いた JADE 観測の結果. 

超長基線電波干渉計による高精度観測に関する共同研究（第６年次） 
 

 

実施期間      平成 17 年度～平成 22 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

黒田 次郎  石原  操 

小門 研亮        

 

１．はじめに 

高精度な測地成果及び電波天文成果を得るため，筑波大学と K 帯(22GHz)

での VLBI 観測に関する共同研究を実施している．VLBI2010 では当面 2-14GHz

での観測を実施する予定であるが，アンテナは 32GHz まで受信可能な仕様が

推奨されている．これは将来的に 14GHz 以上の高周波数帯での観測を想定し

ていると考えられ，本研究はこのような将来の動向を考慮した先駆的な研究

となっている．また VLBI 観測に用いる天体電波源に関する研究を行うことで，

VLBI 観測の高精度化にも貢献する．  

本共同研究では，平成 18 年度に K 帯受信機（写真－１）を開発し，つく

ば 32ｍアンテナに設置して単一鏡での電波天文観測を実施した．その後，平

成 19 年には，つくば 32ｍ-鹿島 34ｍ間で K 帯受信機を用いたフリンジテスト

を実施し，フリンジを検出することに成功した．また，K 帯観測におけるア

ンテナの性能評価やシステムの改良等に関しても継続して研究を実施してい

る．平成 22 年度は K 帯測地 VLBI 観測及び電波天文観測を実施し，それらに 

用いる K 帯受信システムの改良・調整を行った． 

 

２．研究内容 

（１）K 帯測地 VLBI 観測 

平成 21 年度は，筑波大学の K 帯受信機を使用

してつくば 32ｍと国立天文台 VERA 水沢局との

間でフリンジテストを実施し，想定通りのフリ

ンジ強度が検出できた．このため，平成 22 年４

月 29 日-30 日に，同基線で 24 時間の K 帯測地

VLBI 観測を実施した．観測データの解析は国立

天文台が行った． 

（２）K 帯電波天文観測 

つくば 32ｍアンテナを用いて星形成領域 M17

の単一鏡での K 帯電波観測を実施した． 

（３）K 帯受信システムの改良・調整 

受信機出力が，K 帯シェルターの温度変化

と同期して変動する問題の原因を調査した．

また， 鳥により主鏡中心部にある雨除けカバ

ーに多数の穴を開けられたため、カバーを交換するとともに，周囲に鳥避けを設置した． 
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図―２ M17 のアンモニア分子の励起温度（左）と面密度（右）．星印は高温大

質量星（OB 星）.赤丸は中質量星形成中と思われる赤外線源． 

３．得られた成果 

（１）K 帯測地 VLBI 観測 

４月 29 日-30 日に実施した 24 時間測地 VLBI 観測で得られたつくば 32m-VERA 水沢局基線の算出結

果を図－１に示す．K 帯での基線長測定結果は，国土地理院と国立天文台が実施した S/X 帯での国内

VLBI 観測(JADE 観測)の結果と調和的である．基線長誤差は 1.4mm 程度であり，JADE 観測と比較して

同等以上の観測精度が得られた．  

（２）K 帯天文 VLBI 観測 

M17 のアンモニア輝線観測により分子ガスの温度及び密度分布を調べた(図－２)．その結果，M17

では大質量星団の輻射によって圧縮された高密度ガスの中で星形成が誘発された可能性が高いことが

分かった． 

 

 

 

（３）K 帯受信システムの改良・調整

受信機出力変動を調査した結果，ミクサーに入力されている

局部発振器の出力電力が空調の ON-OFF に同期して変動するこ

とが分かった．局部発振器に使用している電源と空調の電源は

同一の所から供給しているので，後者の電圧の変動が前者の電

圧の変動を引き起こしているものと推測される．今後はそれを

防ぐための対策を検討する．また，雨除けカバーを交換し周囲

に鳥避けを取り付けたことにより，鳥によるカバーの損傷は起

きなくなった（写真－２）． 

 

４．まとめ 

国土地理院では，筑波大学と K 帯受信システムを用いた VLBI 観測に関する研究を実施してきた．平

成 22 年度は K 帯での測地 VLBI 観測を実施し，測地成果を得ることができた．今後も VERA 局と K 帯で

の測地 VLBI 観測を実施する予定である．また，K 帯受信機の調整及び改良を継続して行い、更に安定

した VLBI 観測結果を得る予定である． 

写真－２ 交換した雨除けカバー 

とその周囲の鳥避け． 
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超長基線電波干渉計による高度測地観測に関する共同研究（第９年次） 
 

 

実施期間      平成 14 年度～平成 22 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

黒田 次郎  石原  操 

小門 研亮        

 

１．はじめに 

国土地理院では，情報通信研究機構（NICT）と協力して極小アンテナを用いた測地 VLBI 観測及び

e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転計測実験（Ultra-rapid dUT1 実験）を実施している． 

極小アンテナを用いた研究では，極小アンテナ同士の基線長を精度よく測定できることが可能であ

ることを実証するため，試作初号機及び２号機を用いた測地 VLBI 実験を行っている．この極小アンテ

ナを用いて GPS 長距離比較基線場の検証を行うために，基線長の測定精度目標を２mm としてシステム

の高度化を図っている．平成 22 年度は計５回の VLBI 観測を実施し基線長を算出した．さらにこの結

果を GPS による測距の結果と比較した． 

Ultra-rapid dUT1 実験は，平成 19 年度から NICT，スウェーデンカルマーズ工科大，フィンランド

ヘルシンキ工科大と協力して実施している．平成 20 年２月に地球自転の速さを表す値 dUT1 を観測後

３分 45 秒で算出することに成功した後，IVS 定常観測において迅速地球自転計測を実施するために，

実験で用いた技術の改良に取り組んできた．平成 21 年度には，NICT が開発した新しい自動解析ソフ

トウェア「C5++」を国土地理院の解析システムに導入した．平成 22 年度は C5++の改良を行い，安定

した dUT1 解を迅速に算出できるようになった．これにより平成 23 年１月 29 日以降，解析センターと

して dUT1 解を国際 VLBI 事業（IVS）に提出している． 

 

２．研究内容 

（１）極小アンテナを用いた測地 VLBI 観測 

平成 22 年度は試作初号機及び２号機を用いた測地 VLBI 実験を計５回実施した．2010 年 11 月 12 日

及び 12 月 22 日には，高性能デジタルサンプラーを用いた広帯域 VLBI 観測を実施した．また，極小ア

ンテナの主鏡及び仰角駆動部を取り外し，支柱部にGPSアンテナを設置してGPSによる測位を実施し，

VLBI 観測結果と比較した． 

（２）新解析ソフトウェア C5++の導入 

平成 22 年度は，解析ソフトウェア C5++の改良を行い，解析結果を EOPI というフォーマットで出力

できるよう改修した．また，この新ソフトウェアを検証するために IVS の定常観測データを C5++で解

析し，従来使用していた手動解析ソフトウェア CALC/SOLVE で求めた解と比較した．さらに C5++を用

いて連続的な dUT1 解を求めるため， スウェーデンのオンサラ観測局と 10 時間の Ultra-rapid dUT1

実験を実施した． 

 

３．得られた成果 

（１）極小アンテナを用いた測地 VLBI 観測 

B-37



図－１ 測地 VLBI 観測及び GPS 測位による極小アンテナ

間の基線長算出結果 

図－２ IVS 定常観測における dUT1 の C5++解析解と

CALC/SOLVE 解析解との差 

図－３ 10 時間 Ultra-rapid 実験結果 

測地 VLBI 観測によって，極小アンテナ間

の基線長を算出した．５回の VLBI 観測で求

められた基線長の測定精度(再現性)は

2.4mm であり，目標とする精度(２mm 以下)

に近いものが得られた(図－１)．また，GPS

測位による結果とも調和的であることがわ

かった． 

（２）新解析ソフトウェア C5++の導入 

定常観測において C5++で得られた解と

CALC/SOLVE で得られた解を比較した（図－

２）．これらの解の差は 40μs 以内であり，

CALC/SOLVE と同程度の安定した解を自動

で算出可能になった．また解析結果を EOPI

ファイルで直接出力できるようになり，IVS

に迅速に成果を提出することが可能になっ

た．これにより平成 23 年１月から解析結果

を正式に IVS へ提出することができるよう

になった． 

10 時間の Ultra-rapid dUT1 実験では，

35scan 分のデータを順に解析することに

より，dUT1 値を数分おきにほぼリアルタイ

ムで計測可能になった．この実験で得られ

た dUT1 値を図－３に示す．解析結果を見る

と，dUT1 の値が数十マイクロ秒程度飛ぶこ

とがあるため（図－３の緑丸），今後原因を

特定する． 

 

４．まとめ 

極小アンテナ初号機及び２号機を用い

た測地 VLBI 観測を実施し，極小アンテナ

間の基線長を算出した．計５回の観測の

結果，目標値に近い基線長測定精度を得

ることができた．今後は広帯域観測にお

いて観測スケジュールの最適化を図り，

さらに観測数を増やすことによって，よ

り精度の高い結果を得る予定である． 

また，e-VLBI 技術を用いた地球自転速度の迅速算出に関する研究については，ソフトウェアの改良

によって，定常観測で得られた成果を IVS へ提出することができるようになった．今後もソフトウェ

アの改良を継続し，結果の信頼性の更なる向上を図る． 
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表－１ 水沢局及び石垣島局の観測実績 

超長基線干渉計による高度測地観測に関する共同研究（第１１年次） 
 

 

実施期間      平成 12 年度～平成 22 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

黒田 次郎  石原  操 

小門 研亮        

 

１．はじめに 

国立天文台の VERA 水沢局及び VERA 石垣島局は，国土地理院とともに国内 VLBI 観測（JADE 観測）

及び国際 T2 観測に参加している．VERA 水沢局は 2002 年２月から JADE 観測参加し，観測作業は全て

国立天文台側が実施している．一方，VERA 石垣島局は 2006 年２月から JADE 観測に参加し，石垣島局

に設置している国土地理院の k5VSSP システムを用いて観測を実施している．アンテナの制御は国立天

文台が行うが，観測前のデータ記録装置の設定は国土地理院が行っている．2009 年 10 月からは VERA

２局が T2 観測に参加している．平成 22 年度は,VERA２局が JADE 観測に２回，T2 観測に７回参加した． 

また，国立天文台はつくば観測局・相関局と三鷹相関局を光回線で結んでおり，つくば局で受信し

た信号をネットワーク経由で三鷹相関局へ転送することが可能になっている．国土地理院はこのネッ

トワーク網を利用して,他の大学機関等が参加する大学連携 VLBI 観測に参加している．また，国土地

理院では，平成17年度からこの高速ネットワークを用いてIVS定常観測のデータ転送も実施している．

平成 22 年度は，大学連携 VLBI 観測による近傍銀河の電波探査を実施した． 

 

２．研究内容 

（１）測地 VLBI 観測 

国立天文台の VERA２局

は平成 22 年度も引き続き

JADE 観測及び T2 観測に参

加した(表－１)．また,筑波

大学が開発した K 帯受信機

を用いて，４月 29 日-30 日

につくば局－水沢局間で K

帯における測地 VLBI 観測

を実施した． 

 

（２）光結合による大学連携 VLBI 観測 

平成 22 年 12 月 25-26 日につくば 32ｍ及び鹿島 34ｍのアンテナを用いて近傍の 235 の楕円銀河の電

波探査を実施した．観測データは光結合によって三鷹相関局へ転送され，ほぼリアルタイムで相関処

理を行った． 

 

３．得られた成果 

（１）測地 VLBI 観測 

図－１は、平成 23 年１月に実施した JADE1101（□）及び T2 観測（×）におけるつくば－水沢局及

観測コード 観測日 国内参加局 

T2068 2010/4/14 姶良，父島，鹿島，つくば，水沢，石垣

T2069 2010/5/19 姶良，父島，つくば，水沢，石垣 

JADE1008 2010/8/27 姶良，父島，鹿島，新十津川，水沢 

T2071 2010/9/21 姶良，父島，鹿島，水沢 

T2072 2010/10/6 姶良，父島，つくば，水沢 

T2073 2010/11/17 姶良，父島，鹿島，つくば，水沢，石垣

JADE1101 2011/1/13 姶良，父島，つくば，水沢，石垣 

T2074 2011/2/2 姶良，父島，つくば，水沢，石垣 

T2075 2011/3/23 父島，石垣 
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図－１ つくば―水沢局基線長算出結果. 図－２ つくば―石垣局基線長算出結果 

図－３ ある積分時間 Tにおけるフリンジ

の SNR 値と理論値の比. 

びつくば－石垣島局の基線長算出結果である．これらの結果は,平成 21 年以前の国内観測（○）及び

K 帯での測地 VLBI 観測（△）で得られた結果と調和的である．JADE1101 におけるつくば－水沢局基線

長誤差は 1.3mm であり，過去の JADE 観測及び T2 観測と比較して精度の良い結果が得られた．また，K

帯観測での基線長誤差 1.4mm であり，JADE1101 と同程度の精度が得られている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）光結合による大学連携 VLBI 観測 

三鷹相関局で相関処理を行い,フリンジを得るこ

とに成功した．予想通りのフリンジ強度が得られた

かどうかを確認するため,ある積分時間におけるフ

リンジの SNR 値と理論的な SNR 値を比較した(図－

３)．結果，積分時間に対して SNR 値が周期的に変動

していることが分かった． 

 

４．まとめ 

国土地理院では,国立天文台の VERA２局と測地

VLBI 観測を実施してきた．平成 22 年度は VERA２局が

計９回の JADE 観測及び T2 観測に参加し，国土地理院

の VLBI 観測局との間の基線長を算出することができた．また,K 帯での測地 VLBI 観測も実施し，JADE

観測及び T2 観測の結果との比較も可能になった．今後もこれらの観測を継続し，日本周辺の地殻変動

を監視する． 

また，大学連携 VLBI 観測では,光結合によってほぼリアルタイムにデータ転送・相関処理を行うこ

とができた．フリンジの SNR 値が積分時間に対して変動している原因については今後原因を調査する

予定である． 

 

岩手宮城内陸地震 
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