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1. はじめに  

国土地理院は，平成 23 年度及び 24 年度に実施した基準点等の利用者ニーズ調査の結果から，水準

点が不足していること，三角点が利用しにくい環境に設置されていることなどが測量の効率化を阻害

している現状を把握した．この結果を受け，全球測位衛星システム（GNSS）と電子基準点を活用し，

測量の効率化・低コスト化を実現するため，平成 24 年 11 月にスマート・サーベイ・プロジェクト（SSP）

を立ち上げ，外部有識者等の意見も聞きながら検討を重ねてきた．  

検討テーマの一つ目は，既設の水準点が作業地域の近傍にない場合でも，GNSS を利用して必要な

場所に簡便に水準点を設置できるようにすること，二つ目は，電子基準点から直接設置できる基準点

が 1 級基準点に限定されている現状を改善しこの適用範囲を拡大すること，三つ目は，3 級基準点測

量及び 4 級基準点測量の効率的な作業方法を検討することである．これらを実現するために，公共測

量に使用できる二つの作業マニュアル（案）を策定し，平成 25 年 4 月 26 日に公表した．今後，平成

25 年度の公共測量の測量成果及び国土地理院による試験観測の結果に基づき作業マニュアル（案）の

改正を行い，平成 26 年度から本格的な運用を開始する予定である．  

 

2. 改正マニュアルの特徴  

2. 1 GNSS 測量による標高の測量マニュアル  

 このマニュアルの特徴は，第一に水準測量を行わなくても

GNSS 測量と高精度なジオイド・モデル（日本のジオイド 2011）

によって 3～5cm の精度で簡便に 3 級水準点を設置すること

ができることである（図-1）．従来の 3 級水準測量は，既知点

（水準点）から作業地域までの距離が長い場合は，多大な時

間と労力を必要としていたが，このマニュアルの測量では距

離に関係なく，また既知点から作業地域まで道路が無い場合

でも 1～2 日の短期間で新点を設置することが可能である．  

コスト面について比較した結果，3 級水準測量約 6km 行う  

場合とマニュアルにより 3 級水準点 1 点を設置する経費はほぼ同額である．3 級水準測量の経費は作

業量にほぼ比例して増大するが，マニュアルによる測量の経費は作業地域までの距離には依存しない

ため増大せず，距離が長くなるほど低コスト化の効果は大きくなる．  

 第二に，電子基準点（標高区分：「水準測量による」に限る）を既知点とする場合は，既知点での

GNSS 観測を行う必要がなく，より効率的に作業を行うことが可能となることである．電子基準点は

全国に約 1,300 点設置されているが，そのうちの約 800 点の電子基準点の標高は，水準測量によって

決定されているものがあり，これらの基準点成果表の標高区分欄には「水準測量による」と記載して

いる．  

図-１ GNSS の効率的な利用 

（3 級水準点の設置）  
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 第三に，GNSS 観測時間が 6 時間以上と長いことである．長時間の観測は，衛星配置及び電波の大

気遅延が水平方向に比べて高さ方向に大きく影響を与えることを考慮し，平滑化の効果により高さ方

向の精度を確保するため必要なことである．この点が水平方向の精度を重視する基準点測量等とは異

なる部分である．  

2. 2 電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル  

 このマニュアルの特徴は，電子基準点を既知点とするこ

とから，従来既知点としていた三角点，1 級基準点等での

観測を行わなくても 2 級基準点を設置することができるこ

とである（図-2）．作業規程の準則では，電子基準点のみを

既知点とする方法は 1 級基準点測量のみに限定していたが，

この方法で用いているセミ・ダイナミック補正が定着して

きたこともあり，2 級基準点測量にもこの方法を適用する

ものである．このマニュアルによる測量は，従来と比較し

てコスト面で 2 割程度の軽減が期待できる．  

 さらに，2 級基準点から 4 級基準点を設置しやすくする

ために，このマニュアルにより設置した 2 級基準点を既知  

点とし，2 級以上の性能を有する TS 等を使用する場合は，  

路線の辺数及び路線長の制限を緩和することを規定した．  

 

3. 平成 25 年 4 月 26 日に公表したマニュアル（案）の使用状況  

 GNSS 測量による標高の測量マニュアル（案）は，今年度においては高精度なジオイド・モデルが

整備されている中国・四国・九州地方で使用することができるが，平成 25 年 12 月末現在、23 件の測

量業務で使用されている．その内の 22 件が九州地方測量部管内の業務，残りの 1 件は，中国地方測量

部管内の業務である．  

 電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル（案）は，全国において 182 件の測量業務で

使用されている．特に使用件数が多いのは，北海道地方測量部管内で全体の約 3 分の 1 に相当する 58

件である．  

 前者のマニュアル（案）は，平成 26 年度からは全国で使用できるようになることから，使用件数は

かなり増えることが予想される．  

 

4. 今後の課題  

 両マニュアルとも周囲の既設点との整合性の確保が大きな検討課題である．一部の公共測量の測量

成果の結果と国土地理院による試験観測の結果，既設点成果との差は小さく良好であることが確認で

きた．しかし，確認した件数は少数であり，今後マニュアルを本格的に運用していく中で整合性につ

いてさらに注視していくことが重要であると考える．  

 

5. おわりに  

 SSP を立ち上げてから約 1 年半の活動により，公共測量における二つのマニュアルを策定した．  

 今後，測量の効率化を推進するためにも多くの方にマニュアルを使用していただき，なるべく早期

に作業規程の準則へ反映されることを望む．  

図-2 GNSS の効率的な利用 

（2 級基準点の設置）  
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図１ 作業地域図  

 

基線場におけるトレーサビリティに関する調査研究（第 4 年次） 
 

 

実施期間 平成 22 年度～25 年度 

測地部測地基準課   吉田 茂 

 

1. はじめに 

国土地理院では，測量に用いる測距儀及び GNSS 測量

機の点検・検定等で使用される施設「基線場」を維持管

理しており，基線場の点間距離（基線長）の決定には，

国土地理院の標準機であるトータルステーション TS30

または TCA2003 の測距部（以下「EDM」という）を用

いて観測（以下「EDM 観測」という）を行っている．こ

れらは（独）産業技術総合研究所の特定標準器により 200 

m の長さにおいて国家計量標準（国際標準）とのトレー

サビリティを確保するための校正がなされているが，校

正は，屋内の安定した気象条件下において実施されてい

るため，主として屋外での作業となる測量においてトレ

ーサビリティを適用することについては，調査研究が続

けられているところである（佐藤，2013）．  

昨年度に引き続き，屋外における EDM の距離測定精

度の確認と，EDM 観測と GNSS 測量機による観測（以下

「GNSS 観測」という）によって得られた距離の比較を実

施し，最終的に GNSS 観測よって得られた距離にトレーサビリティを持たせることを目標とした．  

 

2. 作業地域及び観測手法 

昨年度，茨城県常総市の利根川支流飯沼川左岸堤防上の河川管理用道路脇に 200 m 間隔で設置した

11 点の基線測点のうち，400 m おきに 6 点を使用した（図 1）．全ての観測は平成 25 年 7 月 25 日から

8 月 6 日にかけて実施し，観測手法・条件の概要は，比較基線場維持管理要領を参考に表１に示すと

おりに決定した．  

昨年度の EDM 観測は，気象補正をおこなった上で，校正時と同程度の 200 m 基線の観測を 10 基線

分繋げることで 2000 m の基線長を求めたが，今回は作業の効率化を計る必要があったため，基線測

点間の距離を 200 m の 2 倍である 400 m に拡張し，400 m 基線の観測を 5 基線分繋げることで 2000 m

の基線長を求めることとした．  

また，作業地域が河川堤防上にある河川管理用道路脇のため足場が非常に悪く，日没後の作業では

事故が発生する可能性もあったため，日中に観測を実施することにした．EDM 観測にあたっては，こ

れまでの研究により 200 m 程度の距離であれば観測時間帯を問わず気象補正を問題なくおこなうこと

ができる（国土地理院，2006）とされており，このときは 200 m 程度の距離で較差は 1 mm 未満であ

った．そのため，今回の 400m の距離の場合も気象補正を行った際の較差が 1 mm 未満かどうか注意

しなければならない．  

GNSS 観測は，観測当日に EDM 観測を実施していない基線測点において行った．  

- 14 -



取得する観測数を増やすことと，同一基線で複数のセッションの観測を行うために，毎日 GNSS 観

測を実施した．  

致心は垂球及び整準台の光学求心器を用いて行い，観測後にもずれがないか確認した．１km 以上

の距離であれば，両端点間の比高を考慮に入れても斜距離と水平距離はほぼ等しいと見なせるため，

EDM 観測で行ったようなアンテナ底面高の細かな調整はせず両端点間の斜距離を求めることとした．

なお，No.0 と No.2000 の両端点間の比高は１m 程度である．  

 

表１ 基線長観測の手法  

 

 

3. 得られた成果 

今回の EDM 観測にトレーサビリティを適用するためには，観測値の最良推定値に拡張不確かさも

併記して表現する必要がある．EDM 観測における拡張不確かさは標準偏差（２σ）であり，計算手法

については高野（2009）に詳しくまとめられている．本報告でも同様の手法で計算しているため，手

法の詳細な記述はここでは省略する．  

今回，時間的な制約から長距離の基線を 400 m ごとに分割して測定することにしたが，これまでは

長距離の基線を 200 m ごとに分割し，分割した各々の基線において算出された合成不確かさをもとに，

基線全体の合成不確かさ（各々の基線の合成不確かさの二乗和平方根）を求め，これに包括係数ｋと

して採用した 2 を掛けたものを長距離の基線全体の拡張不確かさとしていた．  

EDM 観測の場合は観測値を加算する方が直接に観測した値よりも不確かさの値は小さい（国土地理

院，2006）ことが確認されているので，例えば 400 m の基線において，直接測定した拡張不確かさと，

200 m 基線を 2 つ足し合わせた基線として測定し，前述の方法で点間距離の拡大を行い算出された拡

張不確かさとでは，直接測定の拡張不確かさのほうが大きくなることを意味する．不確かさが大きめ

に出る点及び，その値が許容できる範囲かどうかを注意しなければならない．  

1.　EDM観測

① 国土地理院の標準機TS30（トータルステーション）を用い，致心にはXYステージを使用する．

② 測距儀等及び反射鏡には直射日光及び風が当たらないようにする．

③ 反射鏡定数は，測距儀等との組み合わせ定数を使用する．

④ 器械高及び反射鏡高は，垂直高とし，㎜位まで測定する．

⑤ 器械とミラーがほぼ水平となるよう器械高を調整する．

⑥ 測定は１セットを10読定とし，読定単位は0.1 mm位とする．

⑦ 各基線6セットずつの往復観測を行う．ただし，往観測と復観測は同一日に行わない．

⑧ セットの間隔は，30分以上あける．

⑨ 気象測定は，器械点と反射点で行う．

⑩ 各セットの最初と最後に温度及び気圧を測定する．読定単位は，それぞれ0.1度，0.1 hPa位とする．

⑪ 温度計の設置位置は，器械高及び反射鏡高と同高とする．

⑫ 気圧計の設置位置は，器械高及び反射鏡高と同高もしくは所定の計算式を用いて視通線と同高の気
圧を求める．

⑬ 測定値の判定には，気象補正後の測定値を使用し，セット内較差，セット間較差，往観測の平均（各
セットの平均値を平均）と復観測の平均（各セットの平均値を平均）の較差，日間（日ごとの平均）較差
の許容範囲は，1.0 ㎜とする．

2.　GNSS観測

① 受信機はTrimble R7（GPSのみ受信），アンテナはチョークリングを使用する．

② 観測条件は観測時間６時間，最低高度角15度，データ取得間隔30秒，最低衛星個数５個とする．
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最終的な結果の計算は以下の手順で行った．  

1)  まず，2000 m をほぼ 400 m ごとに区切っ

た全 5 基線のそれぞれにつき，最良推定値及

び拡張不確かさを計算する．  

各基線の拡張不確かさの値は，各セットの

不確かさを誤差伝播の法則より合成，これを

合成不確かさとし，包括係数ｋ=2を掛ける．  

2)  2000 m 基線の最良推定値は，各基線の最

良推定値を合計したものとする．  

3)  2000 m 基線の拡張不確かさの値は，各基

線の合成不確かさの二乗和平方根を求め，こ

れを 2000 m 基線の合成不確かさとし，包括

係数ｋ=2 を掛ける．  

結果は，再測を実施することもなく，全基線にお

いて，各較差は 1 mm の許容範囲内となり，気象補

正を施せば日中の観測でも問題はなかった．気象補

正を施さない場合の較差は最大 1.7 mm 程度となる

ため，気象補正が十分に行われたことで再現性のとれた観測ができたと考えられる．  

GNSS 観測では，基線長を求めるため，精密基線解析ソフトウェア GAMIT ver.10.43 により精密暦

及び L1 周波数を使用して 6 時間のデータで基線解析を行った．基線解析における他の設定について

は高度地域基準点測量の計算に準じて行っている．  

 EDM 観測と GNSS 観測の結果を表 2 に示す．  

 

4. 考察 

EDM 観測では，400 m の各基線において拡張不確かさは 0.6 mm であった．  

400 m の基線を合成することで求めた 2000 m の基線の拡張不確かさは 1.4 mm であり，表１にある

許容範囲を超えてしまっている．この許容範囲は国土地理院構内の菱形基線場等を基準に定められた

ものであり，2000 m にそのまま適用できるものではない．2000 m を超える場合の許容範囲について

は今後検討する必要があるため，今回の EDM 観測によって， 2000 m 基線に不確かさを付与しトレー

サビリティが与えられたと結論付けることはできない．EDM 基線場の許容範囲の 1mm に収まるには，

400m 基線を合成しても 800m までであった．   

しかし，今回の観測では，最終的に GNSS 観測にトレーサビリティを与えることを目的としている

ので，EDM 観測で得られた合成不確かさと EDM 観測で得られた 2000 m 基線の最良推定値を基準に

した同基線の GNSS 観測の標準偏差を誤差伝播の法則により合成することで，GNSS 観測の不確かさ

を見積もることができるのではないかと考えられる．  

 

EDM による 2000 m 基線の最良推定値を基準にした GNSS 観測の標準偏差は，  

 

 
                       

   
        

基線 最良推定値 合成不確かさ 拡張不確かさ

0-400 399.9745 0.0003 0.0006

400-800 400.0651 0.0003 0.0006

800-1200 399.9944 0.0003 0.0006

1200-1600 399.9098 0.0003 0.0006

1600-2000 400.039 0.0003 0.0006

基線全体の最良

推定値

合成不確かさの

二乗和平方根
拡張不確かさ

計 1999.9828 0.0007 0.0014

基線 セッションNo. 基線長 EDMとの差

0-1200 210 1200.037 0.003

218 1200.039 0.005

0-2000 210 1999.986 0.003

212 1999.986 0.003

213 1999.981 -0.002

800-2000 217 1199.945 0.002

E
D
M
に
よ
る
観
測

G
N
S
S
に
よ
る
観
測

 

表２ 観測結果（単位は m） 
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EDM 観測で得られた 2000 m 基線の最良推定値を基準にした GNSS 観測の合成不確かさを誤差伝播

の法則で求め，さらに拡張不確かさを求める．  

 

                       

               

 

よって，GNSS 観測の 2000 m 基線の測定結果は，  

 

                 

 

となる．  

そして，その際の不確かさの許容範囲は新たに定義されるべきである．  

今回の観測では，最終的に GNSS 観測にトレーサビリティを与えることを目的としているので，比

較基線場維持管理要領の GNSS 基線場の運用基準に書かれている「セッション間の較差の許容範囲」

が目安になるのではないかと考えられる．ここに，「基線ベクトルの水平成分（Δｎ，Δｅ）の較差が

10mm，上下成分（Δｕ）の較差が 20mm」とあるので，水平成分の各座標軸の較差から，GNSS 観測

における許容しうる基線長の最大変化量を 10mm と定義し，不確かさがこの値以内なら，トレーサビ

リティの付与は問題ないと見なせば良いのではないかと思われる．  

上記のことから，EDMによる 2000 m基線の最良推定値を基準にした GNSS観測の拡張不確かさ 6mm

は，GNSS 観測において不確かさを付与し，トレーサビリティが確保された観測ができたと結論した．  

 

5. まとめ 

現在，基本測量で主として使用されている機器は GNSS 測量機であるが，これは国家標準機との明

確なトレーサビリティが無いため，  EDM と GNSS 測量機によって得られた距離の比較をおこなうこ

とで間接的にトレーサビリティを証明する方法をとらざるを得ない．  

今回は GNSS 測量機で 2000 m の基線においてのトレーサビリティの証明を行ったが，国土地理院

が所有する長距離 GNSS 基線場は 10 km の基線長を持つため，この基線場でのトレーサビリティを確

保するにはさらに長い基線での GNSS 測量機と測距儀による観測距離の比較観測が必要である．  

 

 

参考文献  

国土地理院（2006）：距離基線場トレーサビリティの体系・標準化に関する調査研究作業（Ⅱ）報告書  

高野和友（2009）：菱形基線場の基線長における不確かさ解析について（その１），技術報告  

高野和友（2010）：菱形基線場の基線長における不確かさ解析について（その２），技術報告  

佐藤雄大（2013）：基線場におけるトレーサビリティに関する調査研究（第３年次），平成 24 年度調査

研究年報，10-11．  
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地磁気時空間モデルに関する研究 

―任意の時空間における磁場計算サービスの提供― 
 

 

実施期間    平成 25 年度 

測地部物理測地課 阿部  聡 

 

1. はじめに 

地磁気係では，磁気図 2010.0 年値作成のため，平成 20 年度から，新モデルである「地磁気時空間

モデル」の技術開発を実施してきた．平成 23 年度までに内部で実施した実測値や外部機関の実測デー

タを用いた精度評価を終了し，同年 9 月に磁気図の公表を行った．公表した磁気図は，エポックを固

定した場合の磁場分布を等値線と色で表示したものであるが，地磁気時空間モデルでは，モデル化の

プロセスにおいて任意の時間の地磁気値を得ることが可能である．そこで今回，地磁気時空間モデル

を利用し，任意の時間・場所における地磁気値を計算するサービスを構築した．  

 

2. 研究内容 

地磁気時空間モデルは，一等及び二等磁気測量の 1000 点程度の成果からなる磁気図 1970.0 年値を

ベースとし，繰り返し測量および地磁気連続観測の値を用いて 1970 年からの変化量を推定することで

作成するモデルである．国土地理院は，このモデルを使用して作成した初めての磁気図となる，磁気

図 2010.0 年値を平成 23 年 9 月に公表した．また，本モデルの開発に伴い，従来は作成に 10 年間の観

測を必要とした磁気図が毎年作成可能となった．これはすなわち日本全国において毎年の磁場値を得

ることができ，磁場の経年変化をより詳細に把握可能となったということである．本モデルを利用す

ることで，日本全国で任意の時間・場所における地磁気値を計算できるサービスが提供可能となった． 

ここで，地磁気時空間モデルの概要を示す．詳細は植田他（2013）を参照されたい．地磁気時空間

モデルの作成手法の特徴は，自然直交基底法を用いた解析（NOC 解析）を使用して地磁気の連続デー

タから時間方向に共通した変化成分と空間方向に変化する成分を抽出して時空間変化をモデル化する

ことである．まずは，磁場の 1970 年からの変化量の時系列データを以下の式のように標記する．  

      
k

k

ii

k

iiii tTXtH  ,,,  

NOC 解析によって磁場の変化量の時系列データΔHi は，時間関数 T（時間的変化の共通パターン）

と空間関数 Xi（場所によって異なる，時間関数に対する重量）のそれぞれの積の和で表現される．添

え字の i は観測点を表し，k は次数を表す．k は元の時系列データへの寄与率が高い方から順に 1，2，・・・

となり，それぞれを第一主成分，第二主成分，・・・と呼ぶ．時間関数と空間関数が既知であれば，上

記の式に当てはめることで，時系列データΔH を復元することも可能となる．地磁気時空間モデルで

は，測地観測所などの連続観測データから，日本全国共通の時間関数 T を算出し，同様に得られた離

散的な空間関数 X を，緯度経度の二次多項式で近似して任意の位置における空間関数を計算可能とし

ている．1970.0 年値を持つ磁気点において空間関数を計算し，任意の時期の時間関数と合成すること

で，1970 年からの変化量のモデル値を求めることができる．更にこれを 1970.0 年値に加えることで，

任意の時期の地磁気値を得ることが可能となる．  

任意の時期・場所における磁場値を計算するサービスを構築するにあたり，地磁気時空間モデルを

作成した際に推定した時間関数と空間関数をそのまま用いることができる．一方，任意の場所におけ
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る 1970 年の地磁気の値を計算の初期値として用いる必要があるため，今回のサービスでは，ベースと

する 1970.0 年値グリッドデータを作成した．これは，1970.0 年値を GMT の surface コマンドを用いて

補間することで作成している．これにより，求めたい場所の緯度経度の情報から 1970.0 年値と空間関

数の値の両者を計算させるようにした． 

 

3. 得られた成果 

以上の方針に基づき，任意の時期・場所における地磁気値の計算サービスを構築した．サービスと

して提供するにあたり，インプットデータである計算したい地点の緯度経度を地理院地図から計測で

きるサービスのほか，ユーザに緯度経度の情報を準備してもらい，そのファイルを読み込み，各々の

位置情報に対して計算を実行した後に結果をファイルに出力する「一括計算サービス」も構築した．

また，計算年を指定するモードと，1970 年以降の毎年の値を全て書き出すモードの 2 通りを選択でき

るようにした．図-1 にサービスの計算結果のスクリーンショット（1970 年以降の毎年値計算モード）

を，図-2 につくば（電子基準点「つくば３」）における毎年値の計算結果をプロットしたグラフを示

す．偏角の変化は 2000 年から鈍化しており，2008 年から再度もとの傾向に近づくことが見てとれる．

このように，時間分解能が向上したことで，傾向が変化した時期が明確に判断できるようになった． 

本手法により，任意の時期について地磁気値を計算できるが，地磁気の観測値には，太陽と地球の

位置関係や地表の温度などに起因した年周変化が見られるため，基準とする地磁気の値には，年平均

値を用いることが一般的である．今回構築したサービスでは，任意の年の値を前後の年の年平均値を

平均することで求めて公開している．（例えば 2010 年値は，2009.5 年値と 2010.5 年値から計算） 

 

 

 図-2 つくばにおける計算結果のプロット（偏角）  

   図-1 計算結果のスクリーンショット 

 

4. 結論 

磁気図 2010.0 年値作成にて採用した地磁気時空間モデルの作成手法を用いて，日本全国の任意の時

間（年）・場所の地磁気値を計算するサービスを作成し，ホームページ上でサービスの提供を開始した．  

 

参考文献 

植田勲，阿部聡，後藤勝広，海老名賴利，石倉信広，田上節雄（2013）：磁気図 2010.0 年値の作成，

国土地理院時報，123，9-19． 
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重力基準網の高度化に関する研究（第 8 年次） 

 

 

  実施期間         平成 18 年度～平成 25 年度 

測地部物理測地課 吉田 賢司   宮﨑 隆幸 

                                     河和 宏  宮原 伐折羅 

 

1. はじめに 

1974 年に国際重力基準網 1971（IGSN71）が公表されたことを受け，これに基づき 1976 年に国土地理院は

日本重力基準網 1975（JGSN75）を公表した（国土地理院，1976）．JGSN75 の精度は，0.1mGal とされてい

る（Kuroishi and Murakami，1991）．これ以降，国土地理院は相対重力測量を継続し，1993 年には絶対重力

計 FG5 を導入して 1997 年に日本重力基準網（JGSN96）を公表した．JGSN96 の精度は JGSN75 より１桁向

上して 0.01mGal とされている（測地部，1997）．JGSN75 に準拠する全国約 14,000 点の二等重力測量の成果

を JGSN96 と結合する試みが進められたが，莫大な作業量もあって未だ実現されていない．これらを踏まえ，

最新の重力データを反映し，東北地方太平洋沖地震の影響も反映した，新しい日本重力基準網（JGSN2013）

の構築にあわせて，二等重力成果の JGSN2013 への結合も検討を進めている． 

本研究では，これまでに得られた基準及び一等重力測量に基づき新しい重力基準網 JGSN2013 の構築を進

めるとともに，過去の二等重力測量のデータを整理し，JGSN2013 との結合を検討した．JGSN2013 の構築で

は，東北地方太平洋沖地震の後に行った観測のデータを使用することで地震に伴う重力変化を反映した． 

なお，昨年度まで本網を JGSN2011 と呼称していたが、計算手法の再構築と観測データの追加を反映して

網の名称を JGSN2013 と改めた． 

 

2. 重力基準網の構築手順 

JGSN2013 の構築は次の手順で行なう． 

① 絶対・相対重力観測の結果から東北地方太平洋沖地震に伴う重力変化を求める． 

② ①で求めた結果を用いて，全国の基準重力点約 30 点の重力値を決定する． 

③ 基準重力点の重力値を基準として，ラコスト重力計で 1997 年以降に実施した基準，一等重力点，水準点， 

電子基準点付属標約 150 点について網平均計算を行うことにより一等重力網を決定する． 

④ 基準重力点及び一等重力網を既知として，二等重力測量を結合する． 

 

3. 研究内容 

今年度は，JGSN2013 を構築するために必要となる下記の作業について検証を行った． 

① 基準重力点の絶対重力値に関する再解析  

② 網平均プログラムの検証と JGSN2013 の試算 

③ 相対重力計の潮汐補正方法の見直しとそれに伴う成果の再計算  

 

4. 得られた成果 

① 基準重力点の絶対重力値に関する再解析  

JGSN2013 の構築には 10 年以上の観測データを用いており，その間にソフトウェアの更新，海洋潮

汐荷重変形に対する補正の採用など絶対重力データの解析手法が発展的に変化してきた．これを最新
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の解析手法に統一するために古い観測データ 20 地区分に関して絶対重力観測データの再解析を実施

した．結果として重力値が著しく変化した観測点はないが，解析手法を統一したことで同じ基準で絶

対重力値が比較可能となった．また観測は一週間程度継続して行うため，潮汐に起因したノイズが残

っている場合でも，一週間を平均することで潮汐の影響が充分小さくなると思われる． 

 

② 網平均プログラムの検証と JGSN2013 の試算 

JGSN2013 の試算に先立ち使用する網平均プログラムの動作を検証した結果，プログラムがデータ処理に

確保する領域が充分でなく， JGSN2013 の計算で入力するデータ量を処理できないことが判明したため，プ

ログラムを改良して領域を拡張した．改良プログラムで JGSN2013 の試算を行った結果，各観測点の標準偏

差で概ね 10μGal 以下を達成し，基準･一等重力網の構築に使用可能なことが確認できた． 

 

③ 相対重力計の潮汐補正方法の見直しとそれに伴う成果の再計算  

 相対重力の計算に使用する潮汐補正ルーチン（TIDEG）と，絶対重力計算に使用する潮汐補正ルー

チン（GOTIC2+ETGTAB）では，同じ観測点に対して補正量に３％程度の有意な系統差があり（図 1），

さらに相対重力の補正で海洋潮汐を考慮していないことが判明した．全ての計算プロセスで整合的な

処理を行うため，絶対重力の計算と同じ固体潮汐・海洋潮汐補正計算ルーチンを組み込んだ相対重力

計算プログラムを作成して 2000 年から現在までの全ての相対重力値を再計算した。また相対重力に気

圧補正を導入して観測時の気圧データから標準的な気圧における相対重力値を計算した。これにより

相対重力・絶対重力観測で潮汐モデル及び気圧補正の扱いを統一した．  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 相対重力の潮汐補正値（横軸，旧モデル）に対する新モデルと旧モデルの差（縦軸） (μGal) 

 

5. 結論と今後予定 

JGSN2013 が目標とする 10μGal の精度を達成するため，絶対・相対重力計算で潮汐補正モデルを統

一して 2000 年以降の観測データを再解析して重力値を計算した．また網平均プログラムの動作を確認し，目

標とする 10μGal を達成した一定の標準偏差におさまる計算結果が得られることを確認した． 

 これらを踏まえて，基準･一等重力点に関して JGSN2013 の本計算を開始し，精度評価を行った後，公表に

向けた準備を行う．二等重力点に関しては現在計算に入力する過去データの整備を進めており、基準･一等網

平均計算が終わり次第、結合計算を開始する予定である。 

 

6. 参考文献 

Kuroishi and Murakami (1991)：Results of Absolute Gravity Measurements by GSI(Ⅲ),Bulletin of the GSI,36,21-31. 

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

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. 
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ジオイド・モデル改定に向けた解析手法の研究（第 9 年次) 

－新たなジオイド高データを使用したジオイド・モデルの構築－ 

 

 

実施期間     平成 17 年度～平成 25 年度  

測地部物理測地課 兒玉 篤郎  根本  悟  

     河和  宏  宮原 伐折羅  

 

1．はじめに  

国土地理院では，2001 年 3 月に北海道，本州，四国，九州，沖縄地域について日本のジオイド・モ

デル「日本のジオイド 2000」を初版（Ver．1)として整備した．その後，データの追加に伴い順次整備

地域を拡大して 2010 年 10 月 1 日には有人の離島を含む日本全国についてモデル整備（Ver. 5）をして

公表した．このモデルでは，重力データ・ジオイド高データが足りないために一部の半島等で精度が

低く， 2004 年 7 月 1 日の電子基準点標高成果改定以前の成果を用いたために楕円体高の誤差が含ま

れることが指摘されている． 

昨年度には，西日本地域について，上記の誤差を軽減したより高精度なジオイド・モデルを「日本

のジオイド 2011+2000」として構築し，今年度 4 月に公開した（兒玉ほか，2013）．今年度は，離島を

除く北海道，本州，沖縄本島について同様に新たなジオイド・モデルを構築し，前述の西日本のジオ

イド・モデルと繋いだジオイド・モデル「日本のジオイド 2011」（Ver. 1）を公開する予定である．  

 

2．研究内容  

高精度なジオイド・モデルを構築するため，ジオイド高データが比較的少ない北海道及び東北地方

について，今年度電子基準点付属標への標高取付観測を行ってモデルに入力するデータを追加した． 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に伴い東北地方を中心に測量成果の成果改定が行われ

た．その際，水平成分について成果の改定地域と非改定地域で大きな不整合が生じることを避けるた

め，非改定地域に隣接した成果改定地域では，不整合が小さくなるように空間的に補正する成果改定

量の調整計算が行われた．一方，高さ成分では，不整合は生じるものの，測量を行うにおいて不都合

が生じるだけの変位勾配が生じていないと判断したことから調整計算は行っていない（檜山ほか，

2011）．しかし，「GNSS 測量による標高の測量」（国土地理院，2013）はジオイド・モデルの精度（整

合性）に依存するため，全国で不整合なくこの測量を可能とするためには，ここで生じる高さ方向の

不整合は無視できない．そこで，成果改定・非改定地域が滑らかに接合するよう境界部の電子基準点

173 点について調整計算を行い，モデル構築に使用した．  

北海道から近畿地方までのモデルの構築では，電子基準点のジオイド高データ 786 点に加え，水準

点及び水準測量固定点上で GNSS 観測を行い取得したジオイド高データ 156 点，験潮場におけるジオ

イド高データ 29 点を入力データとして使用した．また，沖縄本島では，標高の基準が異なるため，独

立に解析を行ってモデルを構築した．モデルの構築は，ジオイドの空間的な特徴を可能な限りゆがめ

ることなく測量成果にフィッティングすることを目的に，重力ジオイド・モデル JGEOID2008（Kuroishi, 

2009）を最小自乗コロケーション法で実測ジオイド高（成果）にフィットすることで行った．  
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3．得られた成果  

構築したモデルのジオイド高と実測ジオイド高の比較では，差の標準偏差は２cm におさまり．従来

のモデルとの比較では，精度が局所的に非常に低かった知床・根室、積丹半島で大幅な向上が見られ

た（図-1）．また，東日本地域では東北地方太平洋沖地震に伴う成果改定に整合したモデルとなった．

重力ジオイド・モデルと新しいモデルの較差にも短波長の空間的に偏った不均質は見られない．  

 

図-1 実測とモデルの差（左：「日本のジオイド 2000」との差，右：「日本のジオイド 2011」との差） 

 

4．結論  

新しいジオイド・モデルは，半島部等で精度が向上するとともに，従来のモデルと比べ全国で測量

成果との整合が向上した．次年度は，離島部のモデルについて改定を進める予定である．  

 

5．謝辞  

地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室長の黒石裕樹氏からは，モデルの構築にあたり計算の方

針・手法について多くの助言をいただいた．  

 

参考文献  
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Kuroishi Yuki (2009): Improved goeid model determination for Japan from GRACE and a regional 

gravity field model, Earth Planets Space, 61, 807-813. 
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アジア太平洋地域おける地殻変動監視の効率化に関する研究 
 

 

実施期間     平成 23 年度～平成 25 年度 

測地部宇宙測地課 山中 雅之        

 

1. はじめに 

宇宙測地課で実施しているアジア太平洋地域地殻変動監視事業では，アジア太平洋地域の地殻変動

を監視するとともに，同地域の基準座標系（Asia-Pacific Reference Frame;以下，APREF という．）の構

築に貢献することを目指し，平成 23 年度から定常的な解析を実施している（鈴木・宮原，2013；鈴木・

吉川，2013）．同地域の解析は，数千 km におよぶ長距離基線から観測網が構成されているため，特に

高さ方向の解の安定性が課題であった（鈴木・吉川，2013）．そこで，観測点間の距離の影響を受けな

い精密単独測位（PPP）による解析を実施し，その結果の精度検証をおこなったので報告する．  

 

2. 研究内容 

本事業で導入した GNSS 解析支援システ

ムは解析ソフトウェアとして Bernese を採

用している．PPP の解析ソフトウェアとし

ては，GIPSY-OASIS などが定評があるが，

本研究では GNSS 解析支援システムを使用

したため，Bernese を用いて PPP 解析を実

施した．  

解析には 2012 年 1 月から 12 月の 1 年間

の GNSS 観測データを使用した．本研究に

お け る 解 析 時 の 設 定 は ， 基 本 的 に

Bernese5.2 における PPP 解析のデフォルト

設定を採用した．解析時の主な入力・設定

を表-1 に示す．  

 

3. 得られた成果 

図-1 は定常解析及び PPP によるアジア太平洋地域の 80 点における 2012 年 1 年間の解析により得ら

れた各観測点における座標値から一次トレンドを除去した値の RMS の頻度分布である．なお，内部

RMS が 10mm 以上の解析結果は除外した．除外した結果は定常解析，PPP 共に共通しており，観測デ

ータに問題があると考えられる．  

定常解析と PPP の全観測点の RMS の平均を比較すると，南北成分では，定常解析は 0.29cm，PPP

は 0.26cm，東西成分では定常解析は 0.42cm，PPP は 0.50cm であり，水平成分では両者に大きな差は

見られなかった．一方，上下成分では定常解析は 0.98cm，PPP は 0.76cm であり，PPP のほうが 2mm

程度良いという結果が得られた．  

設定項目  設定内容 

解析ソフトウェア  Bernese5.2 

使用衛星 GPS のみ 

衛星の暦 IGS 最終暦 

座標系 ITRF2008 

位相特性モデル  IGS 絶対位相特性モデル 

大気遅延推定  天頂遅延：1 時間毎 

遅延勾配：24 時間毎 

海洋潮汐加重・大気潮汐加重 FES2004 

マッピング関数  GMF/GPT 

サンプリング  300 秒 

仰角マスク 3° 

セッション 24 時間 

表-1 PPP 解析時の主な設定 
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図-1  PPP 及び定常解析による各観測点における座標値の RMS の頻度分布 

上段が，定常解析の結果を示し，下段が PPP の結果を示す．頻度分布は 2012 年 1 年間の解析によ

り得られた各観測点における座標値から一次トレンドを除去した値の RMS 分布． 

 

 

図-2 定常解析及び PPP の 2012 年 1 年間の変動量から CODE 解の 1 年間の変動量を差し引いたベクトル図 

定常解析及び PPP の基準値は 2012 年 1 月 1 日～1 月 7 日，CODE 解は 1669 週の結果. 

定常解析及び PPP の比較値は 2012 年 12 月 25 日～12 月 31 日，CODE 解は 1721 週の結果． 
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また，解析結果のうち，IGS 点 45 点について，IGS の CODE 解析センターが公開する週値の解析結

果（Weekly SINEX）との比較を行った．図-2 は定常解析及び PPP の 2012 年 1 年間の変動量から CODE

解の 1 年間の変動量を差し引いたベクトル図である．定常解析結果は解析地域の西部で CODE 解と比

較して南東方向に 1cm から 1.5cm 程度のバイアスが見られる．一方，PPP と CODE 解との差は 5mm

程度であり，定常解析と比較してバイアスの大きさは小さくなっている．  

 

4. 結論 

アジア太平洋地域における地殻変動監視事業における GNSS 解析の精度向上のため PPP による解析

を試みた．その結果，高さ方向の再現性が RMS で 2mm 程度向上し，IGS の CODE 解と比較した結果，

解が持つバイアスが小さくなることが確認できた． 

今後，解析の安定性などを検証し，これまで実施してきた基線解析による定常解析にかわり PPP が

使用できるかどうかを検討する予定である．  

 

参考文献 

鈴木啓・宮原伐折羅（2013）：アジア太平洋地域における GPS 解析戦略の構築，国土地理院時報，123，

1-8． 

鈴木啓・吉川忠男（2013）：アジア太平洋地域おける地殻変動監視の効率化に関する研究，平成 24 年

度調査研究年報，28-29 
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VLBI2010 に関する研究開発（第 3 年次） 

 

 

実施期間     平成 23 年度～平成 25 年度  

測地部宇宙測地課 若杉 貴浩  川畑 亮二  

栗原  忍        

 

1. はじめに 

国際的な VLBI 観測のとりまとめ組織である国際 VLBI 事業（IVS）は，地球規模で起こる地震や津

波，火山噴火，海水面変動，洪水などの自然災害に対応するための，より高精度な VLBI 観測網を構

築することを目的として，新たな国際 VLBI 観測の標準として「VLBI2010」を決定した．これは直径

12m 級で毎秒 12 度で回転する高速駆動アンテナ及び広帯域周波数受信対応のシステムを用いて，①

1mm の精度での局位置決定，②24 時間 365 日の連続 VLBI 観測，③24 時間以内の解の算出を目指す

ものである．  

宇宙測地課では，VLBI2010 システムへの移行に対応するため，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及び受信周波数の広帯域化による観測精度向上に関する研究を実施した．   

 

2. 研究内容 

2.1  e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測  

平成 19 年度から，情報通信研究機構（Kashima 観測局），スウェーデン国シャルマース工科大学

（Onsala 観測局），フィンランド国アアルト大学（Metsähovi 観測局）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 23～24 年度はオースト

ラリア国 Hobart 観測局及び南アフリカ共和国 HartRAO 観測局を加え，4 局 6 基線の観測網において地

球姿勢パラメータ（以下，「EOP」という．）を推定する観測を実施した．  

平成 25 年度は，Onsala-つくば基線の専用スケジュールによる実験 1 回と，つくば局，Onsala 局，

Hobart 局，HartRAO 局のうち最低 2 局が参加する定常の IVS 観測に併せて実施した実験 10 回の，合

計 11 回の Ultra-rapid 実験を実施した．表-1 に，その詳細を示す．  

 

2.2  広帯域データ記録装置の運用  

従来の VLBI 観測では，アンテナから送られてくる IF 信号（100-512MHz もしくは 512-1024MHz）

を，ビデオコンバータを用いてビデオ帯域信号（2-16MHz 程度）に変換した後，既存のデータ記録装

置である K5VSSP でサンプリングしてデジタル信号に変換し，観測データとして記録している．一方，

広帯域データ記録装置は，アナログの IF 信号を直接サンプリングし，デジタル信号に変換した後，デ

ジタル処理にて任意の帯域を切り出して，ビデオ帯域信号として記録することができるため，ビデオ

コンバータが不要になる．また，最大 4Gbps の速度でのサンプリングが可能であるため，VLBI 観測

で記録する周波数帯を広帯域化し，観測精度を向上させることができる．平成 22～24 年度は，国土地

理院の VLBI 観測局であるつくば局，新十津川局，姶良局及び父島局に広帯域データ記録装置を設置

し，試験運用及び従来の記録装置による信号記録との比較を実施した．  

平成 25 年度は，つくば 32m アンテナが損傷により観測を中断している間，つくば局の代わりとし

て姶良局が EOP を求めるための 24 時間観測（IVS-R1）に参加した．しかし，IVS-R1 観測の記録帯

域幅は 8MHz であり，姶良局の従来の観測システムで使用するビデオコンバータはこの記録帯域幅に  
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表-1 平成 25 年度に実施した Ultra-rapid dUT1 実験の詳細  

実験名  日時（UT） 参加局  予定基線数  相関基線数  

R1579 2013/4/2 HhOnTs 293 276 

R1580 2013/4/8 HtOnTs+Hb 432 229 

RD1302 2013/4/9 HhOnTs+Hb 482 - 

R1582 2013/4/22 HhOnTs+Hb 348 332 

R1592 2013/7/1 HbHhOn 122 114 

R1598 2013/8/12 HbHhHtOn 323 262 

RD1306 2013/8/21 HoHhOn 140 110 

UR1303 2013/12/5 TsOn 611 606 

R1615 2013/12/9 TsOn 171 171 

R1616 2013/12/16 TsOn 196 195 

R1624 2014/2/10 TsHtOn 287 275 

 

対応していないため，広帯域データ記録装置（広帯域観測対応周波数変換装置 ADS3000+及びデータ

記録システム K5/VSI）を用いて観測を実施した．広帯域データ記録装置の運用は，情報通信研究機構

が作成した VDIF/SUDP ソフトウェアを用いて実施した．姶良局の IVS-R1 観測はつくば局が観測中断

中の 9 月～11 月及びつくば局観測再開後の 1 月～3 月において実施し，合計で 20 回（うち 3 回は予定）

の観測に参加した．参加した観測の一覧を表-2 に示す．  

 

表-2 姶良局が参加した IVS-R1 観測 

観測コード  観測日(UT) 観測コード  観測日(UT) 観測コード  観測日(UT) 

R1604 2013/9/24 R1611 2013/11/12 R1624 2014/2/10 

R1605 2013/9/30 R1612 2013/11/18 R1626 2014/2/24 

R1606 2013/10/7 R1613 2013/11/25 R1627 2014/3/3 

R1607 2013/10/15 R1620 2014/1/13 R1628 2014/3/11 

R1608 2013/10/21 R1621 2014/1/21 R1629 2014/3/17 

R1609 2013/10/28 R1622 2014/1/28 R1630 2014/3/24 

R1610 2013/11/5 R1623 2014/2/3   

 

3. 得られた成果  

3.1  e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測  

平成 25 年度も引き続き情報通信研究機構によって開発された宇宙測地技術解析ソフトウェアであ

る c5++を使用して解析を行った．プログラムにより各観測局からつくば相関局へのデータ転送，相関

処理，バンド幅合成そして解析まで全て自動で実施された．図-1 は IVS-R1616 観測に併せて実施され

た Ultra-rapid dUT1 実験により得られた UT1-UTC の時系列である．ほぼ，全時間帯において精度良く

UT1-UTC を求めることができた．推定値と予測値（実線）では最大 50μsec 程度のオフセットがあり，

このように，UT1-UTC を準リアルタイムに算出，提供することは非常に重要である．  
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図-1 IVS-R1616 観測に併せて実施された Ultra-rapid dUT1 実験で得られた UT1-UTC の時系列  

点が推定値，実線が予測値（Rapid Service/Prediction of Earth Orientation, finals2000A.daily）． 

 

3.2  広帯域データ記録装置の運用  

観測開始当初は，データ記録サーバの挙動が不安定であり，サーバのフリーズによりデータが欠損

する事態が頻繁に発生したが，運用方法の検討及び記録ソフトウェアの改修により安定性を高めるこ

とに成功した．図-2 に観測処理に使用できるデータの記録率を示す．ここでは，相関処理が完了して

いる R1624 までのデータを示している．グラフ内の実線が姶良局の記録率であり，破線は観測に参加

した全観測局の平均値である．観測開始当初は記録率が低かったが，観測を重ねるごとに記録率が上

昇していることがわかる．記録率はほとんどの観測において全観測局の平均値を上回っており，特に

R1620 以降の観測では，ほぼ全ての観測において 90％以上という非常に高い割合で解析に使用できる

データを提供できている．  

 

 

図-2 解析に使用できる観測の記録率（解析に使用できる観測数／予定されていた観測数）  

実線が姶良局，破線が観測に参加した全観測局の平均値．  
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図-3 IVS-R1 観測から求められた姶良局と Ny-Ålesund 局との基線長（一次解析結果）の変化  

 

図-3 に IVS-R1 観測によって測定されたノルウェー国 Ny-Ålesund 局との基線長（一次解析結果）の

変化を示す．ここでは，相関処理の終了している R1624 セッションまでの結果を示している．各セッ

ションにおける基線長の誤差は±10mm 以内に収まり，精度良く求められている．また，観測を重ねる

に従い誤差が低減している様子が見て取れる．これは，安定性が増して欠測が減り，観測に使用でき

る観測数が増えたことが要因であると考えられる．  

しかし，まだサンプラーボードの不安定性が完全に解決されたとは言えず，時々フリーズによる観

測の停止が発生してしまうため，安定的な運用のためには更なる調査及び改善が必要である．  

 

4. 結論  

e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測によって，ほぼリアルタイムに UT1-UTC を算

出することに成功した．この実験に用いられる高速通信ネットワーク及び準リアルタイム全自動処理

解析プログラムは，常時連続観測及び 24 時間以内の成果算出を目標とする VLBI2010 に極めて有用な

研究であり，今後はさらなる EOP の精度向上を目指す．  

広帯域データ記録装置の運用では，ソフトウェアの改修等により安定性を高めることに成功し，

IVS-R1 観測での運用を通じて多くのノウハウを得ることができた．ただし，記録システムの安定性に

は依然として課題が残っており，今後はさらなる安定的な運用のための調査を実施し，改善を図る予

定である．  

 

参考文献 

HOBIGER, T., T. OTSUBO, M. SEKIDO, T. GOTOH, T. KUBOOKA and H. TAKIGUCHI (2010): Fully 

automated VLBI analysis with c5++ for ultra-rapid determination of UT1, Earth Planets Space, 62, 933-937. 
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干渉 SAR による地盤沈下監視の効率化及び測量成果の提供方法の研究  

（第 5 年次） 

 

 

実施期間     平成 21 年度～平成 25 年度  

測地部宇宙測地課         森下 遊  

 

1. はじめに 

測地部宇宙測地課では，これまで定常的に実施してきた従来の差分干渉 SAR（以下，「DInSAR」と

いう．ソフトウェア：新 GSISAR）に含まれる誤差を低減し，計測精度を向上させることを目的に，

干渉 SAR 時系列解析（PSI）の調査・研究を実施してきた（ソフトウェア：StaMPS/MTI ver3.2.1，以

下「StaMPS」という．）．しかし，解析技術にはまだ発展の余地があり，かつ解析結果の表示方法も確

立されていない．今年度は，誤差低減手法である対流圏誤差低減処理及び GNSS 補正の PSI への適用，

効率的な局所解析機能の作成並びに KML 形式での PSI 結果の出力機能の開発を実施した．  

 

2. 研究内容 

2.1 数値気象モデルによる対流圏誤差低減処理の PSI への適用 

干渉 SAR で観測される位相には大気中の水蒸気による遅延量が含まれ，それが地盤変動計測におい

ては誤差となる（以下，「対流圏誤差」という）．対流圏誤差は，水蒸気分布の不均質性に起因して水

平方向に不規則に現れるものに加え，標高に相関して現れるものがある．前者は時間的に不規則であ

るため，複数の SAR 干渉解析結果を平均化するスタッキングという手法で統計的に低減することが可

能である．しかし，偶然にも時間相関を持ってしまった場合は低減されない．後者については，標高

と位相差の関係を近似した一次関数を使用する補正手法がよく用いられてきた．しかし，実際の変動

が標高に相関する場合（火山活動による地殻変動など），対流圏誤差を正確に変動量から分離して推定

することは困難である．  

より正確に対流圏誤差を低減するための手法として，国土地理院が特別研究「正確・迅速な地盤変

動把握のための合成開口レーダー干渉画像の高度利用に関する研究（平成 20-22 年度）」において開発

した，数値気象モデルを使用する手法がある．本手法では，数値気象モデルから得られる SAR 観測時

の大気中屈折率分布をもとにレイトレーシング法を適用して計算した位相遅延量を，干渉画像から差

し引く処理を行う．本手法はこれまでは新 GSISAR にしか対応していなかったが，StaMPS でも実行

できるようにした．  

 

2.2 GNSS 補正の PSI への適用  

SAR 干渉解析結果には，衛星軌道推定値の誤差に起因する規則的な長波長の誤差が含まれる．GNSS

補正は，地上における GNSS 観測によって得られた変位量と SAR 干渉解析結果とを比較することによ

って，この誤差量を推定・除去する手法である．本手法も，これまでは新 GSISAR にしか対応してい

なかったが，StaMPS でも実行できるようにした．また，新 GSISAR では補正関数としてバイリニア

曲面を使用していたが，StaMPS ではバイリニア曲面に加え，標高相関成分の推定や自然内挿補間によ

る補正も可能にし，解析範囲の広さや GNSS 点の分布状況などを考慮して補正関数を選択できるよう

にした．  
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2.3 効率的な局所解析手法 

PSI 結果を得るまでの標準的な処理手順は大きく次の 2 つに分けられる．  

1) 全画像を特定の画像（シングルマスター）に対して位置合わせ及び干渉処理  

2) PS 点抽出及び様々な誤差低減処理  

PSI は長大な処理時間を要するため，可能な限り余計な地域を除いて解析を実行し，時間短縮する

ことが実用上重要である．解析途中からでも着目したい地域のみを対象に実行できれば，大幅な時間

短縮が実現可能となる．しかし，StaMPS の標準的な機能では，1)で選択した解析範囲をそのまま 2)

でも使用せざるを得ず，解析範囲を変更するには 1)から再実行しなくてはならなかった．そこで，1）

の結果から指定した範囲を切り出して 2)を実行する機能を作成した．これにより解析時間が大幅に短

縮され，効率的な局所解析が可能になった．  

 

2.4 KML 形式での PSI 結果の出力 

解析結果の利用にあたっては，他の地理

空間情報と重ね合わせて表示できることが

望ましい．そこで，KML 形式で StaMPS の

結果を出力する機能を開発した．本機能に

より，PS 点の位置，変動量（変動速度），

等量線，凡例などを地図上に表示し，様々

な地理空間情報と重ね合わせて比較するこ

とが可能となり，解析結果を視覚的に理解

することが容易となった．  

 

3. 得られた成果 

2 章で紹介した手法・機能を適用した解

析結果の例が図-1 である．対流圏誤差低減

処理及び GNSS 補正により計測精度が向上

し，効率的な局所解析手法により解析時間

が大幅に短縮された．また，KML 形式での

出力により，専門的な知識が無くても解析

結果を解釈することが容易になった．  

新潟県を対象に今回開発した手法・機能を使用して ALOS/PALSAR データによる PSI 解析を実施し

た結果，複数の地域で地盤沈下と思われる微小な変動を検出した．解析結果を新潟県地盤沈下調査連

絡協議会で報告したところ，水準測量路線選定の参考資料として使用したいとの要望を受け，提供し

た． 

 

参考文献 

森下遊，鈴木啓，小林知勝（2013）：干渉 SAR 時系列解析による微小な変位量で進行する地盤変動監

視の実用化へ向けて，国土地理院時報，124，125-132． 

図-1 新潟県柏崎市における PSI 局所解析の結果．丸印及び

その色がそれぞれ PS 点の位置及び平均変動速度，緑

四角印及び文字列がそれぞれ水準点の位置及び水準点

名を表す． 
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変動地形調査の効率化(第 1 年次) 

 

 

実施期間   平成 25 年度  

測地部機動観測課  植田 勲  

澤田 正典  

 

1. はじめに 

機動観測課では，静岡県川奈地区において，繰り返し発生する火山性の群発地震に伴う地殻活動の

監視及びメカニズム解明を目的に，昭和 57 年（1979 年）から測距儀による精密辺長測量を行ってい

る．現在では地震活動が活発な時期を除いて年 1 回の観測を実施している．地震活動が活発化した際

は，観測回数を増やしたりしていたが，それでもマグマの動きを追跡するためには時間分解能の低さ

が課題となっている．そこで，精密辺長測量の弱点である時間分解能の向上のため，観測の自動化に

ついて検討した．  

 

2. 研究内容 

 観測の自動化へ向けて自動測距システムに必要な機器を全て新規に購入する場合，多額の予算が必

要となることがわかっており，一般的に考えてそのようなプランの実現性は低いと判断された．そこ

で現有機器と機材等を活用し，不足するものは可能な限り低コストで実現することで，実際に利用可

能なシステムを開発した．  

 

3. 得られた成果 

開発したシステムの概念図を示す（図 -1）．測距儀には購入済みの Trimble5600IR を使用する．この

トータルステーションはシリアルケーブルを経由してパソコンからの遠隔操作による望遠鏡の操作と

測距が可能であり，得られた基線長の値をパソコンに取り込むことができる．ミラーには，これまで

実際に精密辺長測量で使用してきたものを用いる．課題であったミラー点および器械点における気象

測定装置については現在までに設計・

部品調達・工作を経て完成に至ってお

り，気象計検定を終えた後で，平成 25

年 12 月に現地において実証試験を行

い，結果，気象測定および無線データ

通信に成功した．気象測定精度に課題

が残ってはいるが，精密辺長測量とし

て求められる性能ををほぼ確保できる

見通しである．また Trimble5600IR 専

用の自動視準・測距ソフトウェアも作

成した．  

本院と器械点局舎の間で行うデータ

通信の費用についても，現在はスマー

トホン用のデータ通信回線を月額 980

円程度で使用できる MVNO（仮想移動体通信事業者）が一般的になったため，コスト面での課題が解

 

図-1 システム概念図  
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決している．また，平成 25 年 12 月に現地において FOMA 回線を用いた MVMO によるデータ通信が

実際に可能なことを確認した．  

結果，残った課題は器械点局舎に対する外部電源の引き込み工事費，および器械点・ミラー点各々

の局舎の筐体作成費，設置工事費である．これらのうちミラー点局舎については規模が小さいことか

ら，筐体作成および設置を直営作業で行うことによるコスト削減が可能であるが，器械点局舎の設置

については既存の局舎筐体を再利用する場合，設置工事について全面的に施工業者へ依頼することに

なるため，コスト高になりそうだ．ただし，器械点局舎についても既製の部材を用いて設計・作成・

設置することでコストを削減できる可能性がある．また外部電源を引き込むのではなく太陽光パネル

による自家発電で観測機器を運用する場合には，使用可能な電力の制限に縛られることにはなるが電

源工事費の節約と運用コストの低減が可能になり，避雷器およびアース設置に係るコストも削減でき

る． 

 

4. 結論 

精密辺長測量では光波測距儀を使用するため，得られた測量成果に対して計量法に定められた日本

国の長さ標準に基づいたトレーサビリティを確保できるという特徴がある．現時点における GNSS 測

量による基線観測と比較した場合，この違いは重要である．  

この調査研究において目標とした精密辺長測量の観測の自動化は，コスト面における課題をほとん

ど克服した形で実現できることがわかった．更に必要があれば，既存の GNSS 受信器等を追加すると

いった形で，低コストで観測機器や観測対象の種類を増やすこともできる． 

平成 24 年 5 月の「地殻変動観測のあり方についての検討（第二期）」において川奈地区の GNSS 化

が決定している．この決定により，川奈地区においては地殻変動の観測手段を精密辺長測量から GNSS

辺長測量へと移行を進めることになった．従って本調査研究に基づく具体的な行動は今年度限りとな

るが，調査研究の結果として得られた，低コストで独自に任意の観測システムを構築できる技術は，

他の機動観測全般に対して応用が期待できるものである．まずは伊豆大島三原山で運用中の自動測距

測角装置におけるミラー点側の気象測定を行う目的で，本調査研究で得られた成果を活用していきた

い． 

最後に，もし精密辺長測量が再開されることがあるならば，本調査研究の成果を活用して頂ければ

幸いである．  

 

 

参考文献  

澤田 正典（2013）：川奈地区における精密辺長測量の自動化について，平成 24 度技術報告書  
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REGMOS の高度化に関する研究（第 7 年次） 
 

 

実施期間     平成 19 年～平成 25 年度 

測地部機動観測課 豊福 隆史 浅野 晴香 

 

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，GNSS 火山変動リモート観測装置（以下，

「REGMOS」という．）の開発及び改良に取り組んでいる．平成 24 年度までに，大容量の太陽電池パ

ネルや効率の良い充放電制御装置の採用，全磁力や傾斜計など多項目の観測を可能とする総合制御装

置の開発，画像などの大容量のデータ通信が可能な衛星携帯電話への更新等を行った．本研究では，

従来の GPS 衛星に加えてロシアの GLONASS，我が国の準天頂衛星（以下，「QZSS」という．）や EU

の GALILEO といった複数の衛星測位システム（以下，「マルチ GNSS」という．）に対応した GNSS

ボードを新たに採用する改良と試験観測の結果について報告する．  

 

2．研究内容 

① GNSS 受信ボードの交換 

平成 21 年より REGMOS で利用している GNSS 受信ボードは Trimble 社製 BD960 である．現在市販

されているものの中でこのボードと互換性が高く，最も多様なマルチ GNSS に対応した製品は同じく

Trimble 社製 BD982 であり，このボードへの交換を実施した．  

 

② 試験観測 

地理院構内にある REGMOS に試験的に導入し，マルチ GNSS の受信テスト及び各周波数帯におけ

る信号強度と擬似距離マルチパスの仰角依存性の比較を行った．なお，観測に利用した GNSS アンテ

ナは Trimble 社製 Zephyr Model 2 でマルチ GNSS，L5 帯に対応している． 

 

3．得られた成果 

図-1 は，GPS 衛星のみの場合と GLONASS,GALILEO,QZSS を含めた場合の PDOP の時間変化を示し

ている．GPS 衛星だけでは 19 時前後で衛星配置に偏りが生じ PDOP が低下するが，マルチ GNSS を

含めることで全ての時間帯を通じ安定した観測状況が維持された．  

 

図-1 PDOP 変化の比較（2014 年通算日 58） 

 

図-2 及び図-3 は，PRN01 の GPS 衛星について周波数毎の信号強度及び疑似距離のマルチパスの仰

角依存性を示している．送信電力が大きい L5 帯の信号強度が他に比べ高いことが確認できた．一方，

マルチ GNSS GPS のみ 
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疑似距離のマルチパスに関しては大きな改善や違いは見られなかった．  

 

 

図-2 PRN01 の搬送波位相電力信号強度の比較 

 

 

図-3 PRN01 の疑似距離マルチパスの比較 

 

表-1 は，BINEX 形式と RT27 形式，さらに BINEX 形式を変換し作成した RINEX 形式それぞれの 24

時間分のファイル容量を示している．いずれのデータ形式も 1 時間毎に 7z 方式で圧縮した 24 個の合

計である．Trimble 社独自規格である RT27 形式は BINEX 形式や RINEX 形式と比較して小さかった .

しかし，本研究では RT27 形式のデータを直接検証したり RINEX 形式へ変換したりするツールが利用

できなかったため，BINEX 形式と同等の情報が記録されているかどうかその中身は確認していない． 

 

表-1 データ形式別のファイル容量（7z 圧縮後）  

データ形式  BINEX RT27 RINEX （参考）現行の GPS のみの RINEX  

サイズ[MB] 1.45 0.95 2.03 0.56 

 

4．結論 

REGMOS で利用している GNSS ボードをマルチ GNSS に対応したボードへ交換し試験観測を実施し

た．その結果，GPS 衛星だけでは低下していた PDOP がマルチ GNSS では 1 日を通じ安定した．また， 

L5 帯の信号強度は，L1 帯，L2 帯と比較し高く，疑似距離マルチパスに大きな改善や差は見られなか

った．これらより，安定した観測データを取得するため，マルチ GNSS に対応したボードへ交換する

ことは効果があるといえる．なお，交換にあたっては，データ量の増加に伴い通信コストも増加する

ことを認識し，データ形式や転送･変換方法等を検討していく必要がある．  
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図-2ミラー点に設置した無線気象装置 

自動測距測角装置の高度化に関する研究(第 5年次) 

 

 

実施期間  平成 21年度～平成 25 年度 

測地部機動観測課 澤田 正典  豊福 隆史 

浅野 晴香 

 

1．はじめに 

機動観測課では，自動測距測角装置を伊豆大

島の三原山に設置し，火山活動による地殻変動

の監視を実施している(図-1)．トータルステーシ

ョンを格納した観測局舎と，測量用ミラーを設

置した 11 点のミラー点との間で斜距離および

水平角，鉛直角を計測している．斜距離の観測

値に含まれる気象誤差を軽減する目的で，観測

局舎近傍に設置した気象装置を用いて器械点の

気圧と気温を測定し，気象補正式に基づいて補

正量を算出し，誤差の軽減を図っている．この

気象補正の方法は，夜間の観測値に対しては非

常に有効であるが，日中の気温の変化率が大き

い時間帯においては斜距離に比例して増幅され

る原因不明の誤差の存在が確認されている．  

 

2．研究内容 

日中における斜距離の測定値の精度を向上する目的でミラ

ー点の気圧，気温，相対湿度を測定して観測局舎に送信する無

線データ通信を行う試みに着手し，無線気象装置を開発して各

センサの校正と検定を行ったあとで，現地への試験的な導入を

実施した(図-2)．また，器械点近傍に設置されている気象装置

は，設置後数年間が経過しており，経年変化に伴う測定値のド

リフトが懸念されていたため，気象検定を済ませた隔測通風観

測装置を現地へ持ち込み，気象装置に隣接して観測を行うこと

で，標準気圧計および標準温度計との比較を試みた． 

 

3．得られた成果 

 器械点近傍の既設気象装置は，標準温度及び気圧計と比較し

1.1℃，1.1hPaの器械差があることが分かった． 

図-3 に，5 番，6 番ミラー点に設置した無線気象装置と器械

点の既設気象装置の変化を示す．日中気温の上昇に対する変化

が無線気象の方が激しいことがわかった．これは，無線気象装

■器械点 

●ミラー点 

図-1 観測局舎とミラー点の配置 

1000m 

観測局舎 

N 
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置の設置高が地表 70cm 程度と低いことが原因と考えられる．なお，無線気象装置で取得した気圧は，器械

点の既設気象装置の気圧と概ね整合的であった．一方，相対湿度はバラツキや不連続なステップが見られた． 

 

 

図-3 気温変化（2014年 2月 1日～19日） 

 

図-4 に，無線気象装置を設置した 5 番，6 番ミラーについて，①気象補正前，②器械点気象装置のみによる

補正後，③器械点及びミラー点の両気象装置を用いた補正後の斜距離を示す．2月 5日，6日，7日などに見

られる，気温の変化に伴い日中斜距離が変化する現象は，無線気象装置による両端の気象補正を実施後も改

善していない．一方，6番ミラーに関しては 16日，17 日の日中変化は，器械点気象のみの補正後の斜距離と

比較して変化が小さく効果がみられたが，大量の積雪による気象測定環境の変化に起因する可能性がある． 

 

 

図-4 5番，6番ミラー点までの斜距離変化 （2014年 2月 1日～19日） 

 

4．結論 

 無線気象装置を開発し，伊豆大島三原山で実施している自動測距測角観測に試験的に導入した．設置後 1

ヶ月程度を経過した時点で安定的に稼働している．器械点気象装置及び無線気象装置の両端の気象を用いた

補正を行ったが，気温の変化に伴い日中斜距離が変化する現象に対し，一部を除き改善は見られなかった．

推定される原因としては，無線気象装置の設置高が低く地表近くの局所的な温度変化の影響を受け光路上の

気温を正しく反映していないこと，器械点近傍の既設気象装置がセンサ部への通風機能を持たないため測定

値にヒステリシスが発生していることが考えられる．今後，原因調査をさらに進めることにしている． 

③6番 両端気象による補正後 

②6番 器械点気象のみの補正後 

①6番 気象補正前 

①5番 気象補正前 

②5番 器械点気象のみの補正後 

③5番 両端気象による補正後 
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水準儀の視準線安定性に関わる諸要素の研究(第 2 年次) 

 

 

実施期間 平成 24 年度～平成 25 年度  

測地部機動観測課  澤田 正典  

 

1. はじめに 

機動観測課では，御前崎地区における精密基盤傾動測量でみられる年周変動の原因を測量誤差の観

点から探る目的で調査研究を続けている．平成 24 年度に電子レベルの器械性能について調査を始めた

結果，測量誤差等の要因として疑われる幾つかの器械特性を捉えたので，平成 25 年度は，系統的な誤

差要因と疑われるものを優先して調査を進めることにした．結果，電子レベルに搭載されているコン

ペンセータのヒステリシス特性と，測量作業中に直射日光によって水準測量用三脚が変形することに

伴い進行する三脚天板の傾斜変化が原因となって発生する系統的な測量誤差の存在が明らかになった． 

 

2. 研究内容 

電子レベルには視準線を常に水平に保つためのコンペンセータという光学部品が用いられている．

コンペンセータとは固定されたプリズムと，振り子の構造で稼動するミラーと，ミラーの振動を減衰

させるダンパーが組み合わされた部品であり，ミラーのついた振り子が重力に従って最も安定した位

置にあるとき，視準線が正確に水平を保つように調整されている．振り子の支点部分における機械的

な摩擦とダンパーの働きにより，ミラーの動きはわずかながら鈍くなり，ミラーが重力に従って最も

安定した位置に至るまで時間が必要になる．この現象をコンペンセータのヒステリシスと呼ぶ．当研

究ではコンペンセータのヒステリシスが水準測量における系統的な誤差要因となるメカニズムについ

て解明を試み，次に電子レベルにおける観測中に一定の傾斜変化を与えたときに測量誤差が発生する

かどうかを確認した．  

 

3. 得られた成果 

水準測量の現場においては，水準測量用三脚は直射日光に晒されることが多い．部分的に直射日光

が当たることで三脚は変形し，電子レベルを取り付けている三脚天板は時間とともに傾斜してゆく．

その傾斜変化速度は大きい場合 9″／分を超える様子が捉えられている．（参考資料-1）  

水準測量の観測において，仮に三脚の設置位置から見た前視標尺の方向と太陽の方向が同じ場合，

三脚天板では前視方向が上昇し後視方向が下降する動きが発生する．この傾斜変化の影響をキャンセ

ルするために，電子レベルのコンペンセータは一切の遅延無く正確な位置へ移動することが重要であ

るが，コンペンセータのヒステリシスにより遅延が発生し，その分だけ視準線が傾斜した状態で観測

が行われることになる．この条件においては前視標尺の読定値は正確な値よりも高い数値を読み取り，

後視標尺については低い数値を読み取ることになる．結果として，三脚の設置方向（観測時の視準方

向），太陽の方向・高度に従う系統的な測量誤差が発生するというメカニズムが考えられる．  

そこで電子レベルに対して，傾斜変化を与える条件と与えない条件を交互に繰り返しながら連続観

測を行う方法で，実際に電子レベルにおいて測量誤差が発生するのかどうか確認するための試験観測

を行った．レーザー測距検定棟に設置されたピラーおよびその基礎の上に，電子レベルと水準標尺を

40m の距離でそれぞれ設置し，別途作成した自動傾動装置を用いて「傾斜変化なし」－「仰角方向の

傾斜変化」－「傾斜変化なし」－「伏角方向の傾斜変化」以上 1 セットを 5 分の間隔で 8 時間程度繰
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り返しながら，「傾斜変化なし」の時の観測値の平均値と，「仰角方向の傾斜変化」もしくは「伏角方

向の傾斜変化」を与えたときの観測値の平均値の差を，セット単位で求め集計した．なお，電子レベ

ルは静的環境かつ傾斜変化なしの条件においても測定値にばらつきを持つため，計測結果から測量誤

差の存在を説明できるのか，もしくは誤差の範囲に含まれるのかを判断するための基準が必要となっ

た．そこで「傾斜変化なし」の観測条件で連続 8 時間程度の観測を行い，傾斜変化を加えたときの観

測データと全く同じ計算処理を行った結果も示すことにした．そして両者を比較することで測定結果

に対する正確な判断を試みた．得られた結果を示す．（表-1）  

 

 表-1 観測中の電子レベルに傾斜変化を与えたときに発生した測量誤差の大きさ  

機種 ｼﾘｱﾙ No. 傾斜変化速度  ①(μm) ②(μm) ①－②(μm) ③(μm) 

SDL1X 100001 9″／分 9.19  -8.67  17.86  1.35  

SDL1X 100149 9″／分 4.30  -3.90  8.20  1.69  

SDL1X 100209 9″／分 3.86  -8.69  12.55  1.45  

DiNi12 310172 9″／分 0.83  -4.44  5.27  5.30  

DiNi12 702666 9″／分 0.73  -5.46  6.19  0.91  

DiNi12 703309 9″／分 3.08  -1.26  4.34  1.75  

DiNi0.3 730676 9″／分 2.42  -0.45  2.87  1.40 

※ ①は，「仰角方向の傾斜変化」時の測定値の平均値と「傾斜変化なし」時の測定値の

平均値との差をセット単位で算出し、全セット分の平均値を求めたもの．  

※ ②は，「伏角方向の傾斜変化」時の測定値の平均値と「傾斜変化なし」時の測定値の

平均値との差をセット単位で算出し、全セット分の平均値を求めたもの．  

※ ③は，「傾斜変化なし」の観測条件で連続 8 時間程度の観測を行ったデータに対して

①，②と同等の計算処理を，位相をずらしながら施すことで多数得られた「①－②」

の値のうち最も大きな絶対値を示したもの．この値は標尺読定値に含まれるノイズだ

けが原因で発生した値の取り得た最大の値を示しており，この値よりも「①－②」の

値の方が小さい場合には，ノイズとの区別が難しい場合のあることを意味する．  

 

4. 結論 

観測中の電子レベルに傾斜変化が与えられる条件下において測量誤差の発生が確認される個体が見

つかった．また測量誤差の大きさには機種差および個体差が見受けられた． 

コンペンセータは振り子の構造を持つため，外的な振動の影響を非常に受けやすい．レーザー測距

検定棟のように静的な環境で行った今回の試験結果が，実際の測量現場に対してそのまま適用できる

かどうかは今後確認を要する．  

御前崎地区における精密基盤傾動測量でみられる年周変動の原因について，ここで明らかになった

系統的な測量誤差も関与している疑いはある．年周変動の原因をさらに究明するためには，直射日光

による水準測量用三脚の変形に伴う三脚天板の傾斜変化の様子を，年間を通して実測することが望ま

しい．そこで次年度では，0.3″の分解能を持つ精密傾斜計を用いて，三脚天板の傾斜変化を測定する

試験観測を実施する予定である．また直射日光による水準測量用三脚の変形を軽減する方法について

も調査を進める．  
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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 14 年次） 

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 12 年次） 

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 9 年次） 

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 7 年次） 

 

 

 実施期間  平成 12 年度～平成 25 年度（国立天文台）  

 平成 14 年度～平成 25 年度（情報通信研究機構）  

 平成 17 年度～平成 25 年度（筑波大学）  

 平成 19年度～平成 25年度（宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所） 

 測地部宇宙測地課  若杉 貴浩  川畑 亮二 

 栗原  忍  福﨑 順洋 

 黒田 次郎  田邉  正 

 

1. はじめに  

国土地理院では，国立天文台，情報通信研究機構（以下，NICT という．），筑波大学及び宇宙航

空研究開発機構宇宙科学研究所（以下，JAXA/ISAS という．）と共同研究協定を締結し，超長基線電

波干渉計（以下，VLBI という．）による高度測地観測及び高精度観測に関する研究を実施している．  

平成 25 年度は，各共同研究協定に基づき，測地 VLBI 観測，VLBI 観測システムの技術開発及び高

精度化等の研究を実施した．  

 

2. 研究内容  

2.1 測地 VLBI 観測  

2.1.1 JADE 観測及び IVS-T2 観測（国立天文台及び NICT との共同研究）  

国土地理院は，日本国内の測地基準系の構築，維持及び日本周辺のプレート運動監視のため国内

VLBI 観測（JADE 観測）を 1996 年より実施している．この観測には，国立天文台の VERA 水沢局が

平成 14 年，VERA 石垣島局が平成 18 年からそれぞれ参加している．同様に，NICT の鹿島 11m アン

テナ及び小金井 11m アンテナも，東北地方太平洋沖地震とそれに付随する余効変動によるアンテナ位

置の変動を確認するため平成 23 年より参加している．加えて，今年度は，つくば 32m アンテナが損

傷により観測を中断したため，口径の小さい新十津川局の相手局として鹿島 34m アンテナが新たに参

加した．また，これらの局は地球基準座標系維持を目的とした IVS-T2 観測にも参加している．今年

度実施した JADE 観測及び IVS-T2 観測の日時及び参加局を表-1 に示す．  

 

2.1.2 JAXA 観測（JAXA/ISAS との共同研究）  

国土地理院は，平成 19 年に JAXA/ISAS と共同研究協定を締結後，JAXA/ISAS が所有する臼田宇宙

空間観測所の 64m アンテナが参加する測地 VLBI 観測を実施してきた．平成 25 年度は，国土地理院

のつくば局，姶良局，父島局及び臼田宇宙空間観測所 64m アンテナが参加する観測 JAXA-1403 を平

成 26 年 3 月 13 日（UT）に実施した．  
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表-1 平成 25 年度の各アンテナの観測実績  

観測コード  観測日(UT) 参加局  

T2089 2013/4/23 つくば，姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

JD1306 2013/6/13 姶良，父島，新十津川，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井 

T2090 2013/6/25 姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

JD1307 2013/7/18 姶良，父島，新十津川，水沢，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

JD1308 2013/8/8 姶良，父島，新十津川，鹿島 34m 

T2091 2013/8/20 姶良，父島，水沢，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

JD1309 2013/9/5 姶良，父島，新十津川，水沢，石垣島，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

T2092 2013/10/01 姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 11m，小金井  

JD1310 2013/10/10 姶良，父島，新十津川，鹿島 34m 

JD1311 2013/11/14 姶良，父島，新十津川，鹿島 34m 

T2093 2013/11/19 姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，小金井  

JD1312 2013/12/4 つくば，姶良，父島，新十津川，鹿島 34m，小金井  

T2094 2013/12/17 つくば，姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，小金井  

JD1401 2014/1/16 つくば，姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，小金井  

T2095 2014/2/18 つくば，姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 11m，小金井  

JD1403 2014/3/19 つくば，姶良，父島，水沢，石垣島，鹿島 34m，鹿島 11m，小金井  

 

2.2 VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化  

2.2.1 広帯域データ記録装置の運用及びソフトウェア改良（NICT との共同研究）  

つくば 32m アンテナが損傷により観測を中断している間，つくば局の代わりとして姶良局が地球姿

勢パラメータを求めるための 24 時間観測（IVS-R1）に参加した．しかし，IVS-R1 観測の記録帯域幅

は 8MHz であり，姶良局の従来の観測システムで使用するビデオコンバータはこの記録帯域幅に対応

していない（JADE 観測及び IVS-T2 観測は 4MHz）．そこで，従来のシステムに代わり広帯域観測対応

周波数変換装置 ADS3000+及びデータ記録システム K5/VSI（以下，両者を併せて，広帯域データ記録

装置という．）を用いて IVS-R1 観測を実施した．広帯域データ記録装置は，アナログの IF 信号を直接

サンプリングし，デジタル信号に変換して記録できるため，ビデオコンバータを必要としない．広帯

域データ記録装置の運用は，NICT が作成した VDIF/SUDP ソフトウェアを用いて実施した．姶良局の

IVS-R1 観測はつくば局が観測中断中の 9 月～11 月及びつくば局観測再開後の 1 月～3 月において実施

し，合計で 20 回（うち 3 回は予定）の観測に参加した．  

 

2.2.2 光結合 VLBI 観測（国立天文台との共同研究）  

つくば観測局・相関局と国立天文台の三鷹相関局は光ファイバー回線で結ばれており，つくば局で

受信した信号を，ネットワーク経由でリアルタイムに三鷹相関局へ転送することが可能である．国立

天文台は，このネットワークを利用して，つくば局の観測データを三鷹相関局に直接送信する光結合

VLBI 観測を実施している．平成 25 年度は，つくば局及び茨城大学日立 32m アンテナが参加した光結

合 VLBI 観測を平成 26 年 1 月 27 日（UT）に実施した．  
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2.3 つくば 32m アンテナの損傷に関する調査（筑波大学との共同研究）  

つくば 32m アンテナには筑波大学が開発した K 帯受信機が設置されており，筑波大学は高周波帯を

用いた VLBI 観測及び単一鏡による電波天文観測を実施してきた．つくば 32m アンテナはレール下部

の損傷によりアンテナの指向精度が悪化していることが確認されたため，平成 25 年 5 月より全ての観

測を中断した．指向精度はアンテナの受信周波数に依存し，高周波になるほど高い指向精度が要求さ

れるため，筑波大学の K 帯受信機を用いて詳細な指向精度のずれの調査を実施した．また，指向精度

の悪化の原因を調査するため，角度指示器と方位角車輪の動作状況の調査も実施した．  

 

3. 得られた成果  

3.1 測地 VLBI 観測  

3.1.1 JADE 観測及び IVS-T2 観測  

これまでに実施した JADE 観測及び IVS-T2

観測を含む測地 VLBI 観測データの解析から得

られた日本周辺の各観測局の移動速度ベクトル

を図-1 に示す．  

得られた解析結果から，ユーラシアプレート

に対するフィリピン海プレートの顕著な運動を

知ることができ，特に，VERA 石垣島局で大き

な移動速度を持っていることが分かる．また，

同じ北米プレート内でも，新十津川局，VERA

水沢局，鹿島局及びつくば局で異なる移動速度

ベクトルを持っていることが分かった．このよ

うに，各地の VLBI 観測局で繰り返し測地観測

を実施することで，日本周辺でのプレート運動

を詳細に把握することができる．  

 

3.1.2 JAXA 観測  

今後，平成 26 年 3 月 13 日（UT）に実施した

JAXA 観測，JAXA-1403 の観測データを相関処

理してフリンジを確認すると共に，データ解析

を実施して，臼田宇宙空間観測所 64m アンテナ

の局位置及び速度の算出を行う予定である．  

 

3.2 VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化  

3.2.1 広帯域データ記録装置の運用及びソフトウェア改良  

観測開始当初は，記録サーバの不安定さによりデータが欠損する事態が頻繁に発生したが，NICT

と運用方法に関して情報交換を行い，また記録ソフトウェアの改修により安定性を高め，正常な記録

が可能となった．広帯域データ記録装置による VLBI 観測のノウハウを得ることができたと同時に，

地球姿勢パラメータの精度維持にも貢献した．  

 

 

図-1 測地 VLBI 観測データの解析から得られた

日本周辺の各観測局の移動速度ベクトル 
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3.2.2 光結合 VLBI 観測  

今後，平成 26 年 1 月 27 日（UT）に実施した光結合 VLBI 観測の相関処理によりフリンジを確認し，

詳細な解析を実施する予定である．  

 

3.3 つくば 32m アンテナの損傷に関する調査  

筑波大学の設置した K 帯受信機による指向精度の調査の結果，国土地理院の X 帯での指向精度のず

れと調和的な結果が得られ，損傷状況を正確に把握することができた．また，アンテナの角度指示器

と方位角車輪の動作状態の調査を実施した結果，アンテナの車輪は方位角指示値に従って正常に駆動

していることも分かった．この研究により，アンテナ指向方向のずれの原因がレール下部の損傷によ

り生じていることが分かり，適切な修繕作業の実施に貢献した．また，アンテナ修繕後，再度指向精

度の調査を実施し，指向方向のずれが大きく改善されたことが確認できた． 

 

4. 結論  

平成 25 年度は，国立天文台，NICT，筑波大学及び JAXA/ISAS との共同研究協定に基づき，測地

VLBI 観測，VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化等の研究を実施した． 

測地 VLBI 観測では，JADE 観測及び IVS-T2 観測に，国立天文台の VERA 水沢局，VERA 石垣島局，  

NICT の鹿島 11m アンテナ，小金井 11m アンテナ及び鹿島 34m アンテナが参加した．また，臼田宇宙

空間観測所 64m アンテナが参加した JAXA 観測を 1 回実施した．  

VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化の研究として，姶良局において広帯域データ記録装置

を用いた IVS-R1 観測を 20 回実施した．その結果，広帯域データ記録装置を用いた VLBI 観測の安定

的な運用のノウハウを蓄積することができた．また，国立天文台と協力して，光結合 VLBI 観測も実

施した．  

加えて，つくば 32m アンテナの損傷状況の把握のため筑波大学の K 帯受信機による指向精度の調査

及び車輪の稼働状況の調査を行い，適切な修繕作業の実施に貢献した．  
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場所情報コードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間         平成 25 年度～平成 26 年度 

測地部          土井 弘充  板橋 昭房  

測地部計画課       岩田 和美        

測地部測地基準課     山際 敦史  小門 研亮  

佐藤 雄大        

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 

 国土地理院では、近年の測位技術の進展と携帯端末等による位置情報利用の普及を背景に、国土地

理院技術協議会基準点体系分科会（Ⅳ）において、従来の基準点体系に加え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の概念を提唱した。その後、「新たな情報通信技術戦略」（平成 22 年 5

月）や「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 24 年 3 月）等に基づき、場所情報コード発行・管理

システム及び場所情報コード基本情報閲覧システムを構築するとともに、位置情報基盤整備のための

ガイドライン（案）を作成した。  

   当初は構想であった新たな位置情報基盤を整備するための環境が整った段階に入ったことから、こ

れを実際の位置情報サービスに適用し、その利便性を検証するため、平成 25 年 9 月から産学官による

「位置情報基盤の位置情報サービスへの応用に関する共同研究」を開始した。  

 

2. 研究内容 

共同研究に参加したのは 9 の学校法人・企業等（図-1）であり、主な研究内容を以下に示す。  

（１）場所情報コードを用いた屋内外ナビゲーション  

に関する研究  

（２）場所情報コードの公物管理への応用に関する研究  

（３）場所情報コードの運用に関する検討及び効果検証  

 

平成 25 年度は、位置情報基盤整備のためのガイドライン及び

場所情報コード基本情報閲覧システムの試験公開を行うととも

に、上記研究（２）の一環としてインテリジェント基準点の仕

様を見直し、国土地理院構内の三角点、水準点、電子基準点に

おいて場所情報コード閲覧システムの動作確認を兼ねた実証実

験を実施した。  

                       

3. 得られた成果 

(1)場所情報コード基本情報閲覧システム及び位置情報基盤整備のためのガイドラインの試験公開  

大学 1 大学  

学校法人自治医科大学  

 

民間 8 社  

国土地図株式会社  

エル・エス・アイジャパン株式会社  

株式会社パスコ  

ユーシーテクノロジ株式会社  

測位衛星技術株式会社  

株式会社リプロ  

株式会社日立産機システム  

株式会社カクマル  

 図-1 共同研究参加機関・企業等  
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 平成 24 年度に作成・構築した場所情

報コード基本情報閲覧システム及び位

置情報基盤整備のためのガイドライン

について、院内での審議を経た上で、

平成 26 年 1 月に試験公開を開始した。

なお、院内での審議の結果、ガイドラ

インに規定した基本情報の公開ポリシ

ー及び管理手続きについて若干修正を

行った。  

 

(2) インテリジェント基準点の見直し  

 新たな位置情報基盤の検討に先立ち、

国土地理院では、基準点の維持管理の効率化を目的に、利用頻度の高い 2 万点の三角点に場所情報コ

ードを付与した IC タグを埋め込み、インテリジェント基準点として運用している。近年の NFC(Near 

Field Communication)対応端末の普及やオープン化等の動向を踏まえ、誰もが汎用的な端末でインテリ

ジェント基準点アクセスし情報を閲覧・共有できるよう、インテリジェント基準点の仕様を見直した。  

具体的には、使用する IC タグを初期

の NFC 規格である ISO/IEC18092 に対

応したものに変更し、データ記録仕様

を T-Engine Forumの定める記録仕様に

準拠するよう修正した。  

平成 25 年度は、新仕様による新たな

IC タグを共同研究企業と共同で試作

し、国土地理院構内の三角点・水準点・

電子基準点の標示板及び表示杭に貼り

付け、スマートフォン等による読み取

りの検証を行った。なお、本検証は、(1)

のシステムの動作確認を兼ねている。  

        

4. 結論 

平成 25 年度は、位置情報サービス分野のモデルケースによる実証と今後の位置情報基盤の運用に関

する検討を行うため、場所情報コードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究を開始するとと

もに位置情報基盤整備のためのガイドラインと場所情報コード基本情報閲覧システムの試験公開を行

った。今後も引き続き、場所情報コードの位置情報サービスへの活用事例を増加させ、場所情報コー

ドの普及を推進したいと考えている。  

 

参考文献  

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

 図 -１ 基本情報閲覧システムの表示イメージ  

図-2 基本情報閲覧システムの表示イメージ 

 図-3 インテリジェント基準点実証実験のイメージ  
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