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実施期間     平成 24 年度～平成 26 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室  宗包 浩志  

 

 

1．はじめに  

海溝型巨大地震およびその誘発地震について，その発生や誘発のメカニズムを明らかにし，発生予

測につなげるためには，まず，地殻変動の監視において，プレート境界でのすべりと固着の状態の詳

細な時空間的推移を明らかにする必要があるが，その実現には地殻変動観測データの高品位化が求め

られている．また，中・長期的な地殻変動の監視においては，通常とは異なるシグナルが検出された

際，今後推移を見守るべき変動かどうかの判断が必要であり，その能力の向上のためには，そのため

の判断材料として，電子基準点の観測データの誤差特性に関する総合的な情報の提供が求められてい

る． 

近年，GPS 時系列に含まれる誤差の理解が格段に進み，その低減が図られてきており，さまざまな

誤差要因について，電子基準点における測位誤差を網羅的に評価できる環境が整ってきた．その一方

で，地面や地物等により反射された電波によるマルチパスが原因となる測位誤差については，これま

で十分に検討されてこなかったが，最近の研究により，時・空間的に相関をもつ複雑な測位誤差をも

たらすことが分かってきた．そのような誤差は，プレート固着状態の監視や中・長期的な地殻変動の

監視において障害となりうる．  

以上のことから，地面反射マルチパス誤差を定量的に評価する手法を開発するとともに，先行研究

により開発された GPS 時系列誤差推定手法を統合し，電子基準点の観測データの総合的な誤差特性情

報を分析するシステムを構築し，プレート固着状態の監視や中・長期的な地殻変動の監視において必

要となる，電子基準点の観測データの誤差特性情報の提供を行うことが求められている．  

 

2．研究内容  

地面反射マルチパス誤差について，GPS 受信機 SNR を用いて定量的に評価する手法を確立するとと

もに，先行研究により開発された GPS 時系列誤差推定手法を統合した上で，電子基準点観測データの

総合的な誤差特性情報を分析するシステムを構築する．  

 今年度は，電子基準点観測データの誤差特性情報の一例として，GPS アンテナの着雪・着氷による

座標解の誤差の有無の判断に，GPS 受信機 SNR から計算される指標が有効かどうかの検討を行った． 

 

3．得られた成果  

Larson(2013)は，GPS アンテナに着雪・着氷があると受信機の SNR に明瞭な変化を生じることを見

出し，受信機 SNR から計算される指標の異常値を検知することで，着雪・着氷による座標解の誤差の

有無を判断することができることを示した．国土地理院で実施されている電子基準点を用いた地殻変

動監視においても，GPS アンテナの着雪・着氷に伴う座標解の誤差が問題とされており，同様の手法

により着雪・着氷による座標解の誤差の有無を判断できれば，地殻変動監視能力の向上につながると
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考えられる．そこで，本研究では Larson (2013)の手法を，着雪の影響が大きいことが知られている電

子基準点の観測データに応用し，それらの観測点においても同様の手法により着雪・着氷による座標

解の誤差の有無が判断できるか評価を行った．  

Larson (2013)においては，GPS 受信機から出力される SNR のうち，信頼度がより高いとされる L2

帯の SNR(e.g., Bilich et al., 2008)について，地面反射マルチパスの影響が少ない仰角 55 度～60 度に対

応するものの一日平均値を指標として用いている．本研究では，ほぼ等価な指標として，まず L2 帯

の SNR 値を仰角の sin 関数の 4 次でフィッティングを行い，その関数の仰角 55 度における SNR 値を

使用することとした．  

図-1 に，着雪の影響が大きいことが知られている電子基準点「東川」(020867)および影響が小さい

と考えられる電子基準点「つくば１」(92110)における SNR 指標を 2012 年から約 2 年分について示す．

両観測点ともに夏季に極小を取るような年周的な変動が見られる．これは他の多くの観測点でも見ら

れる一般的な特徴であり，夏季には，受信機およびアンテナの温度上昇に伴い熱雑音が大きくなり，

相対的に SNR が小さくなるというメカニズムで理解される (Larson, 2013)．また，「つくば 1」では，

2012年 2月にオフセットが見られるが，これは電子基準点のアンテナ・受信機交換に伴うものである．

それらの変動を除くと，「つくば 1」の SNR 指標は非常に安定しているが，「東川」の SNR 指標は，

10 月中旬から 3 月にかけての冬季に，大きく乱れていることが分かる．  

 

 

 

 

 

 

 

 次に，図-2 に，対応する期間における「東川」の座標時系列を示す．SNR 指標が乱れている冬季

に，座標時系列も乱れていることがわかる．また，2013 年 1 月初頭に，一時的に座標時系列の乱れ

がおさまっているが，図-1 によると対応する時期に SNR 指標のばらつきがおさまっていることが

図-1 電子基準点「東川」(020867)における SNR 指標（2012 年 1 月～2014 年 1 月）．比較のため，

着雪・着氷の影響が少ない電子基準点「つくば１」(92110)の指標も合わせて示す．「つくば１」

では，2012 年 2 月の受信機・アンテナ交換に伴うオフセットと，季節的な変動を除いて SNR

指標は安定しているが，「東川」では，例年 10 月中旬から 3 月にかけて，SNR 指標が通常と異

なるばらつきを示すことがわかる． 
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見て取れる．このように SNR 指標のばらつきと座標解の乱れはよく対応しており，SNR 指標のオ

フセットおよび年周変化を適切にモデル化して補正した上で，異常値を検出することで，座標解の

誤差を判別できる可能性があることを示唆する．  

 

 

 

4．結論  

電子基準点の受信機 SNR から，GPS アンテナの着雪・着氷に伴う座標値の誤差の有無を検出できる

かどうかを検証するため，Larson (2013)に従い，SNR を用いた指標を計算した．GPS アンテナの着雪・

着氷に伴う影響が顕著である「東川」において，SNR 指標と座標時系列を比較すると，SNR 指標の乱

れと座標時系列の乱れとがよく対応している．このことから，SNR 指標の異常値を検出することで

GPS アンテナの着雪・着氷に伴う座標値の誤差の有無を検出できる可能性があることが分かった．  

今後は，SNR 指標が GPS アンテナの着雪・着氷に伴う座標解の誤差だけではなく，GPS アンテナ

を樹木が遮蔽している状況における座標解の誤差も検出できるかどうか検討を加えたうえで，本指標

を，本特別研究で開発する電子基準点の観測データの総合的な誤差特性情報を分析するシステムに，

誤差特性情報の一つとして組み込む予定である．  
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図-2 図-1 と対応する時期における電子基準点東川の座標時系列(F3 解) 
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衛星干渉 SAR による高度な地盤変動監視のための電離層補正技術に関する研

究（第 1 年次） 

 

 

実施期間     平成 25 年度～平成 27 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室    中川 弘之  宗包 浩志  

 

1. はじめに 

干渉合成開口レーダー（干渉 SAR）は地表面の変位を面的に得られる技術であり，地震・火山活動

に伴う地殻変動や地すべり等の地表面の変動現象の把握に威力を発揮している．国土地理院は地盤変

動を面的に監視するため，陸域観測技術衛星「だいち」のデータを用いる SAR 干渉解析を，地盤沈

下地帯や地すべり地域，火山等を対象に，定常的に実施してきた．平成 25 年度に打ち上げ予定の「だ

いち」後継機 ALOS-2 においても，引き続き実施することになっている．  

SAR 干渉解析において，現状では，限られた範囲に生じた地盤変動の情報が広域的な誤差の中に隠

れて検出できないことがある．中でも，電離層擾乱（粗密の変動）に伴う電波の遅延誤差が問題とな

っている． ALOS-2 の運用期間は太陽活動の活発な時期と重なるため，安定的な地盤変動の把握にむ

けて，衛星干渉 SAR の電離層補正手法を開発することが求められている．  

本研究は，衛星干渉 SAR において，二周波電波を用いた電子基準点データに基づく電離層補正を実

現することで地盤変動の正確で稠密な情報の安定的な取得を可能とし，ALOS-2 の特徴を生かして干

渉 SAR を用いた国土の地盤変動監視の信頼性向上を図ることを目的とする．そのため，電子基準点の

観測データから SAR 干渉解析に適用可能な電離層補正手法を構築するとともに，国土地理院における

干渉 SAR による国土の地盤変動監視へ適合した補正システムを構築することを目標とする．  

 

2. 研究内容 

特別研究課題である本研究では，まず，日本とその周辺の電離層擾乱の特性を調査し，電離層擾乱

が干渉 SAR へ与える影響を評価する．次に，電子基準点データに基づく SAR 電離層補正技術を開発

する．そして，国土地理院における ALOS-2 を用いた干渉 SAR による国土の地盤変動監視に適合した

SAR 電離層補正システムのプロトタイプを構築する．  

本年度は，GEONET の二周波データから宗包（2013）の方法によりモデル化した電離層電子密度（TEC）

分布に基づいて，太陽活動の 1 周期を含む 2000 年～2011 年の期間を対象に，日本域における電離層

擾乱現象の種類，発生日時，規模などの網羅的な調査を実施した．干渉 SAR への影響が大きいとされ

ている「伝搬性電離圏擾乱（TID）」と「プラズマバブル」については（飛田他，2011），個別の擾乱

現象の波長や影響範囲などの特性について調査をおこなった．その際，特定の現象に注目して詳細に

調べるよりも，日本とその周辺において当該期間に亘る擾乱現象の全体的な傾向を統計的に把握する

ことに重点をおいた．また，TEC 分布から電離層擾乱でもたらされる SAR 干渉画像を推定する方法

を試作し，上記の調査において認めたられた電離層擾乱現象の発現に対応する，ALOS による干渉 SAR

の観測の組みがあるものに適用して推定画像を作成し，これを実際の観測による SAR 干渉画像と比較

し評価を行った．  
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3. 調査の手順 

本稿では，本年度実施内容のうち，電離層擾乱の特性把握について報告する．以下の手順に従って

調査を実施した．  

1) 対象期間の GEONETの 30秒 RINEXデータを用いて電子基準点毎に GPSの視線方向誤差を計算し， 

それについて，カットオフ周期 3600 秒のハイパス・フィルタを適用して長周期の変動を除去した

上で，GNSS の大気遅延推定で用いられるマッピング関数により，TEC を，天頂方向の TEC およ

び水平勾配の南北成分，東西成分をパラメータとする仰角と方位角の関数としてモデル化する（宗

包，2013）．  

2) 電離層擾乱現象発生の大まかな日時として，1) の TECモデルから，電子基準点毎に天頂方向の TEC

の 1 時間の RMS を計算し，その値が 0.3TECU を超えた電子基準点の数が 20 点以上となる日時を 1

時間単位で抽出する．  

3) 2) で抽出された日時について，（独）情報通信研究機構（NICT）の Web サイトに掲載されている

「TEC 変動成分(60 分以下)」および「ROTI 図」を TID 及びプラズマバブルの典型的な空間パター

ンと目視により比較し，擾乱現象を「TID」，「プラズマバブル」，及びいずれの種類ともいえないも

の（「その他」）に分類する．つぎに，同一種類の擾乱が時間的に継続した一連の現象を「イベント」

として特定する．  

4) 特定されたイベントについて，1) の TEC モデルを用いて，正時から 10 分ごとに区分して，各区

分の 10 分間における天頂方向の TEC の RMS を電子基準点毎に計算し，  

・ TID：RMS が 0.2TECU を超える電子基準点の数が 10 点以上  

・ プラズマバブル：RMS が 0.4TECU を超える電子基準点の数が 50 点以上  

・ その他：RMS が 0.3TECU を超える電子基準点の数が 10 点以上  

となる連続期間をイベントの期間として，その開始時刻と終了時刻を決定する．さらに，イベント

が影響を及ぼす範囲として RMS が閾値を超える電子基準点の分布を 10 分ごとに求めるとともに，

イベントが一番活発な時刻（以下「イベント最盛時」とする）として，閾値を超えた電子基準点の

RMS の平均値が最大となる時刻を求める．また，TID では波面の向き，波長，速度等，プラズマ

バブルでは強度等，それぞれのイベントにおける特性として推定する．  

5) 上記の結果を基に，日本及びその周辺における対象期間の電離層擾乱の発生状況やその現象の特性

について統計的分析を行う． 

 

4. 結果 

4.1. 総論 

合計 8,815 件の電離層擾乱現象を同定した．そのうち，TID が 522 件，プラズマバブルが 132 件，

TID とプラズマバブルの同時発生が 31 件であった．一方，全体の 9 割以上を占める 8,130 件はいずれ

の種類にも分類されない「その他」だった．「その他」のイベントに対応する「TEC 変動成分(60 分以

下)」および「ROTI 図」を概観すると，空間分布が大きく乱れているものがある一方で，TEC 分布が

平坦なケースも見られ，すべてに共通の特徴を見出すことが出来なかった．現象の発現数を年毎に見

ると， 2001 年の 967 件をピークにその後漸減し，2007 年に 471 件とピーク時の半数程度になった後

再び増加傾向になっている．この傾向は太陽活動周期と整合している（図-1）．また，「だいち」の運

用期間（2006 年 10 月～2011 年 4 月）の大部分は太陽活動度の比較的低い時期であったが， ALOS-2

の運用期間は太陽活動が活発な時期にあたり（図 -1 右図），年間の擾乱現象発生件数が「だいち」の

時の 2 倍程度になる可能性がある．  
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4.2. 擾乱現象の種類毎の月別及び時間帯別発生頻度  

TID の発生頻度を月別に見ると，5 月～8 月の夏季に多く発生する傾向が見られる（図 -2）．また，

イベント最盛時の時間帯別頻度（日本標準時）をみると，  22 時を中心とする前後各 2 時間が最も活

発であることがわかる（図-3）．これらは先行研究（例．津川, 2006）と整合的である．  

 

   
図-1 （左）年別の電離層擾乱件数 （右）全球電離圏マップより計算された日平均 TEC の時系列（CODE の

Web ページに加筆） 

 

一方，プラズマバブルは 3 月と 5～7 月の夏季に多く発生しているが（図 -4）．先行研究では日本周

辺で春分秋分頃に多く発生するとされている（例．横山 ,2006）．詳細に見ると，5～7 月に発生したイ

ベントは太陽活動が最盛期である 2001 年に集中していたが，この年は電離層が大きく乱れ，TEC の

分布や ROTI 図に不規則なパターンが多く，目視による分類において，実際にはプラズマバブルでは

ない現象が本調査では誤ってプラズマバブルとされた可能性がある．なお，時間帯別には日没後から

夜半にかけて活発な傾向が見られ（図-5），先行研究（例．横山,2006）と調和的である．  

なお，「その他」は，一年を通じてほぼ一定の発生頻度を示し（図 -6），時間帯別には 13 時頃から

20 時頃にかけて活発でイベント最盛時となっている（図-7）．これは TID やプラズマバブルとは異な

る様相を呈している．   

 

         
      図-2 TID の月別発生頻度          図-3 TID のイベント最盛時の時間帯別頻度． 

                                日本標準時による． 
 

       
    図-4 プラズマバブルの月別発生頻度       図-5 プラズマバブルのイベント最盛時の 

                                 時間帯別頻度．日本標準時による．  
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     図-6 その他の月別発生頻度          図-7 その他のイベント最盛時の時間帯 

                                  別頻度．日本標準時による． 

 

4. 結論 

 2000 年～2011 年について GEONET データから日本とその周辺の TEC を計算し，電離層擾乱現象の

特性を調査した．年毎の擾乱の発生総数に太陽活動周期との整合性が見られた．干渉 SAR に影響が大

きいと考えられている TID とプラズマバブルについては，発生に季節性があり，日没後から夜半にか

けて活発になる傾向があることが明らかになった．一方，TID ともプラズマバブルとも分類されない

イベントが全体の 9 割以上を占めたが，それらには共通の特徴を見出すことはできなかった．これら

のイベントは，TID やプラズマバブルとは異なる電離層現象に対応する可能性がある一方で，  TEC

モデル作成時に GNSS受信機バイアス等の計測誤差を除去しきれずに生じてしまったみかけの TEC擾

乱が混入している可能性があり，今後原因の特定を進めた上で，必要に応じ TEC モデルを改善する必

要があると考えられる．  
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日本の標高基準系の絶対的位置決定技術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 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  黒石 裕樹 

 

1. はじめに 

測量法において，日本の標高基準は平均海面からの高さで表示すると規定され，水準測量で直接結合さ

れていない離島を除き，東京湾平均海面が平均海面を定義し，水準原点の原点数値が高さの基準として定

められている．一方，VLBI や GPS などの宇宙測地技術の進展とその国際観測の継続的な実施によって地

表基準点の幾何学的な三次元位置（経・緯度と楕円体高）が国際的測地基準系（ITRF）において正確に決

定され，我が国においても国際的な標準に基づく水平位置の表示が可能となり，世界測地系が導入された．

また，重力場観測衛星の登場，宇宙測地技術による世界の詳細な地形モデルの作成やジオイド決定手法の

高度化により，空間分解能が高い全球重力ジオイド・モデルが構築され，各国の標高基準系を統一，ある

いは，相互の位置関係を明らかにする国際結合を進める可能性についての議論が国際測地学協会（IAG）

などで行われている． 

テクトニック・プレートの収斂境界に位置する日本列島では，（高さを含め）地殻変動による基準点位置

の時間変化が全国的に生じるため，標高基準系を維持するとともに地震サイクルにおける長期的上下変動

を把握するため，全国の一等水準測量が繰り返し行われている．長距離に亘る水準測量では，計測誤差の

累積による系統誤差などによる内部歪みの存在が懸念される．そこで，長期的上下変動把握や平均海面か

らの高さという標高基準系実現の高精度化を図るため，ジオイド・モデルの絶対的精度向上を含め，標高

基準系の絶対的位置決定技術の高度化が必要となっている． 

 

2. 研究内容 

本課題では，日本の標高基準系の絶対的位置決定技術の高度化に取り組む．まず，全国水準測量からの

標高決定において広域的な誤差を生じうる，潮汐（海洋潮汐荷重を含む）効果の影響について定量的に評

価，分析を行う．また，ESA（European Space Agency）により 2009 年 3 月に打ち上げられた，全球重力場

を詳細に観測することを目的とする衛星 GOCE（Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer）に

よる成果等を用いた中・長波長重力場の決定技術の高度化を通じた日本のジオイド決定の高度化を進める． 

第 5 年次においては，GNSS 連続観測局が併設された験潮場について，平滑化された潮位時系列（黒石，

2013）を GNSS 観測と組み合わせて平均海面位の地心三次元位置を求め，高分解能の全球重力場モデルに

基づいて平均海面位の重力ポテンシャル値を推定し，各験潮場における平均海面位の力学高を定量的に見

積もる． 

 

3. 得られた成果 

黒石（2013）は，1985 年から 2008 年までの 24 年間の潮位観測を対象に，海洋潮汐と気圧応答を推定・

除去し，さらに，隣接点間でコヒーレントな変動成分を推定・除去することで平滑化された潮位の時系列

を求めた．本研究では，まず，国土地理院の 23 験潮場と気象庁の 12 検潮所の合計 35 点を対象として，得

られた平滑化潮位の時系列を用い，併設された GNSS 観測局の F3 解（中川ほか，2009）と組み合わせ，平
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滑化潮位について地心三次元位置の月平均の時系列を ITRF2005（Altamimi et al.，2007）系に準拠して求め，

2005 年初における平均海面の地心三次元位置を推定した．つぎに，最新の高分解能全球重力場モデルとし

て，EIGEN-6C2（球面調和係数 1949 次・位まで完備；Förste et al., 2012）に，EGM2008（同 2159 次・位ま

で完備，2190 次・2159 位までの一部項を含む；Pavlis et al., 2008）の 1950 次以上の項を連結したものを用

い，平均海面の地心三次元位置における重力ポテンシャル値を算出した．その際，零次項については，IERS 

Conventions （2010）（Petit and Luzum，2010）による地心重力定数（Terrestrial Time 系）を用いた．地心三

次元位置と重力ポテンシャル値の算出において，永年潮汐系について zero-tide 系に変換し，統一した． 

推定された平均海面位の重力ポテンシャル値について，IERS Conventions（2010）の定めるジオイド面の

重力ポテンシャル値 W0に対する偏差を求め，標高値に換算する．全 35 点のうち，東京湾平均海面に準拠

する主要４島に位置する 32点について，平均は + 39.1 cm，その標準偏差は 13.8 cm という結果になった．

各験潮場における平均海面位の高さをこの平均偏差に対するずれとして表すと，図-1 のような分布になる．

従来から指摘されているように，東京湾近傍の平均海面位に比べ，紀伊半島以西の太平洋岸，九州，日本

海沿岸ではおよそ 20 cm 高くなっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 重力ポテンシャル値から求めた平均海面の標高． 図-2 平均海面の標高について重力ポテンシャル値からの 

東京湾平均海面に準拠する 32 点の平均値からの  推定と水準測量に基づくものとの差．数値の単位はｍ． 

ずれを表す．数値の単位はｍ．    主要 4 島にある 32 点の平均較差からのずれを表す． 

 

対象としている験潮場の観測基準面について，水準点への取り付け測量成果が海岸昇降検知センターに

より公表されており，平滑化された海面位の標高を求めることができる．主要 4 島に位置する 32 点につい

ての平均は＋ 12.2 cm，その標準偏差は 11.1 cm であった．推定された重力ポテンシャル値から求めた標高

値との較差は，これら 32 点について，平均が 26.9 cm ，その標準偏差は 7.3 cm である．較差の平均値は

東京湾平均海面のW0に対するバイアスを示唆しており，重力ジオイド・モデル JGEOID2008（Kuroishi, 2009）

と GPS/水準法によるジオイド高データとの比較からの見積もりとほぼ整合している．また，標準偏差は，

32 点の験潮場において，GNSS 観測による平均海面位の全球重力場モデルに基づく標高推定と水準測量に
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よる標高との整合性を示している．図-2 に，こうして求めた較差について，32 点の平均バイアスからのず

れを示す．この図からも，これら二つの手法による平均海面位の標高推定が，およそ 10 cm で一致してい

ることが分かる． 

 

4. 結論 

GNSS 連続観測局が併設された験潮場 35 点について，海洋潮汐と気圧応答を除去し，隣接する観測間で

コヒーレントな変動成分を除去して平滑化された潮位時系列を GNSS 観測と組み合わせ，平均海面位の地

心三次元位置とその位置における重力ポテンシャル値を，高分解能の全球重力場モデルに基づいて推定し

た．IERS Conventions（2010）の定めるジオイド面の重力ポテンシャル値 W0を基準とすると，主要 4 島に

ある 32 点について，平均としておよそ 40 cm 高いことが示唆された．平滑化海面位について水準測量に

より東京湾平均海面に準拠した標高を算出し，GNSS 観測と全球重力場モデルに基づく推定結果と比べる

と，これら 32 点では東京湾平均海面が W0に対応する全球ジオイド面に対して約 27 cm 高いという結果と

なり，日本の重力ジオイド・モデルと GPS/水準法によるジオイド高データとの比較からの見積もりと整合

している．また，平均バイアスを除くと，これら二つの手法による 32 点の標高推定値は，およそ 10 cm

で一致した． 

 

参考文献 

Altamimi, Z., X. Collilieux, J. Legrand, B. Garayt and C. Boucher (2007): ITRF2005: A new release of the International 

Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and Earth Orientation Parameters, J. Geoph ys. Res., 112, 

B09401, doi:10.1029/2007JB004949. 

Ekman, M. (1989): Impacts on geodynamic phenomena on systems for height and gravity, Bull. Geod., 63, 281-296. 

Förste, C. et al. (2012): A new release of EIGEN-6C, presented at the American Geophysical Union Fall Meeting 2012, San 

Francisco, U.S.A., 3-7 December, 2012. 

Kuroishi, Y (2009): Improved geoid model determination for Japan from GRACE and a regional gravity field model, Earth 

Planets and Space, 61 (7), 807-813. 

黒石裕樹（2013):地殻上下変動計測の整合性向上に関する研究（第 4 年次），平成 24 年度調査研究年報，134-136，国

土地理院. 

中川弘之・豊福隆史・小谷京湖・宮原伐折羅・岩下知真子・川元智司・畑中雄樹・宗包浩志・石本正芳・湯通堂亨・

石倉信広・菅原安広 (2009): GPS 連続観測システム（GEONET）の新しい解析戦略（第 4 版）によるルーチン解析シ

ステムの構築について，国土地理院時報，118, 1-8. 

Pavlis, N.K., S.A. Holmes, S.C. Kenyon, J.K. Factor (2008): An Earth gravitational model to degree 2160: EGM2008. presented 

at the 2008 General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, Austria, April 13-18, 2008. 

Petit, G. and B. Luzum (eds.) (2010): IERS Conventions (2010), IERS Technical Note No. 36, IERS.  

 

  

- 144 -



 

- 145 -



次世代 GNSS の利用可能性に関する研究  

（第 6 年次） 

 

 

実施期間     平成 20 年度～平成 25 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室   宗包 浩志  

 

1．はじめに  

衛星測位システムといえば，これまで，米国の GPS やロシアの GLONASS がその代表的なものであ

ったが，近年，それらに加え，ヨーロッパの Galileo，中国の COMPASS などさまざまな衛星測位シス

テムが計画されている．また，GPS 自体も，更なる高精度化，頑健性を達成するため，既存の衛星を

新たなコードや周波数を追加した高性能衛星に順次入れ替えていく，GPS近代化計画を推進中である．

我が国においても，衛星測位の補完・補強システムとして準天頂衛星システムが計画されており，関

係機関により，そのための研究開発が実施されている．これらの新しい衛星測位システムについて，

測量への利用可能性の評価や効率的な導入方法の検討のため，シミュレーションによる測位精度予測，

実運用後の試験観測による測位精度評価等が求められている．  

 

2．研究内容  

準天頂衛星等の次世代衛星測位システムに関し，その開発運用動向を踏まえつつ，利用可能性や効

果的な測量方法についての検討を行う．そのため，運用開始後における試験観測による精度検証やそ

のための技術支援を行うとともに，既開発の「衛星測位システム・シミュレータ（SPSS）」を活用し

たシミュレーションによる評価や異なる衛星測位システム間の基準系の結合手法の検討等に取り組む． 

今年度は，昨年度構築した，GEONET のリアルタイム GNSS データを地理地殻活動研究センターで

利用するためのデータ配信系を利用し，実際のリアルタイム GNSS データを用い，リアルタイムキネ

マティック GNSS 解析において，GPS に加えて GLONASS を利用した場合の測位精度の改善の程度を

試行的に評価した．  

 

3．得られた成果  

GEONET 観測点のうちから地域的に偏りが出ないよう 40 点を抽出し，精密単独測位解析(PPP)に基

づくリアルタイムキネマティック GPS 解析(PPP-RTK)による座標値の推定を行い，推定された座標解

の再現性を評価した．評価は，2014 年 2 月 22, 23 日の 2 日間を対象とした．解析にはソフトウェア

「RTKLIB 2.4.2」(Takasu, 2013)を使用し，（1）GPS のみ使用の場合(GPS only)，（2）GPS と GLONASS

をあわせて用いた場合，の 2 通りの解析によりリアルタイムの座標時系列を計算し，その座標再現性

を比較した．リアルタイムの GNSS 暦および時計は，フランス国立宇宙研究センター(CNES)が提供し

ている GPS および GLONASS のリアルタイム暦・時計（CLK91）を利用した． 

推定された座標解の水平成分の座標再現性(2D-RMS)を図-1 に示す．ほとんどの観測点において，

GPS に加えて GLONASS を利用することで，座標再現性は改善することが分かる．全観測点で自乗平

均平方根をとった座標再現性で見ても，GPSのみの場合は 0.082mであったのに対し，GPSに GLONASS

を加えた場合は 0.067m と改善が見られた．  
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4．結論  

 PPP-RTK 解析において，GPS に加えて，GLONASS を用いた場合の座標再現性の評価を試行した．

その結果，GLONASS を加えることにより，座標再現性が有意に改善するという結果を得た．  

 今後は，本研究の成果を更に発展させて，PPP-RTK 解析においてマルチ GNSS 化をより効果的に実

現するための技術開発を実施する予定である．  

 

参考文献  

Takasu T. (2013): RTKLIB ver 2.4.2 manual，available at http://www.rtklib.org. （accessed 11 Mar. 2014） 

図-1 PPP-RTK解析の結果得られた，2014年 2月 21日～22日の 1秒毎の座標解の水平再現性(2D-RMS)．

横軸に観測点緯度，縦軸に 2DRMS を示す．赤が GPS のみを用いた場合，黒が GPS に加えて

GLONASS を用いた場合を表す．ほとんどの観測点において，GPS に加え GLONASS を利用する

ことで座標再現性が改善している．  
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GPS リアルタイム解析の品質向上に関する研究  

（第 5 年次） 

 

 

実施期間     平成 21 年度～平成 25 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室  石本 正芳  宗包 浩志  

        

1. はじめに  

GPS リアルタイム解析は，高速で進行する地殻変動の把握および防災情報の提供に活用が期待さ

れている．科学技術・学術審議会による「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進につ

いて（建議）」において，国土地理院は，GPS の 1 秒間隔データを用い，地震前後や火山噴火過程等，

高速に進行する地殻変動について，その時間推移を準実時間で把握する技術の高度化を図るとされて

おり，  GPS リアルタイム解析技術を高度化することが求められている．また，国土地理院では，平

成 21 年度から実施している研究開発基本計画において，GPS 測量等 GNSS による測量の活用を図る

ため，各種の誤差の低減及び迅速な位置情報の提供に関する研究開発を行い，測量等において必要な

知見・成果等が得られることを目指しており，本研究はそれに資するものである．  

GPS リアルタイム解析は，スタティック解析に比べて観測誤差の影響を受けやすく，座標解の安定

性が低いことが知られており，リアルタイム性を維持しつつ座標解の安定性を向上させる高度な解析

手法の開発が必要である．  GPS リアルタイム解析の誤差源は，主に，GPS 衛星からの電波が観測点

付近の地物に反射されて到達することにより発生するマルチパスと，大気による電波遅延によるもの

であると考えられている．マルチパスに起因する誤差については，通常，GPS 衛星の配置がほぼ恒星

日周期を持つことを利用し，座標解を恒星日単位でスタッキングして作成された恒星日フィルタを用

いて補正されるが，実際の GPS 衛星の周期は，衛星毎にばらばらであり，恒星日からずれることが知

られており，正確な方法ではない．一方，大気による電波遅延は，通常，解析時に座標と同時に推定

されるが，大気による電波遅延量と座標解は強く相関している上，推定モデルが単純であって，荒天

時には複雑な電波遅延が十分取り除けないため，その影響を軽減する新しい手法が求められている．  

 

2. 研究内容  

本研究では，GPS リアルタイム解析における，マルチパスおよび大気による電波遅延量の影響を

軽減するため，位相残差マップを用いたマルチパス除去手法や数値気象モデルを用いた大気誤差の

低減手法について開発を行うことにより，GPS リアルタイム解析における座標解の品質向上を実現

する．そのため，後処理キネマティック GPS 解析について上記手法の開発を行い，次に，開発した

手法を GPS リアルタイム解析へ取り入れるための技術開発を行う．  

これまでに，後処理キネマティック GNSS 解析に対して，位相残差マップによるマルチパス誤差

低減手法を開発し，座標値の再現性が 10％程度向上することを示した（宗包，2010）．本年度は，

この手法を，リアルタイムキネマティック解析に適用するための技術開発を行い，適用効果を評価

した上で手法を完成させる．また，大気誤差の低減手法について検討を行う．  

  

3. 得られた成果  

 後処理キネマティック解析に対して開発した位相残差マップによるマルチパス誤差低減手法は，
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位相残差マップの補正情報を観測データに適用するものであるが，それをそのままリアルタイムキ

ネマティック解析に適用することは，開発負荷が大きく，実時間での処理が困難となることが見込

まれるため，新たな手法を開発した．それは，位相残差マップの補正情報をアンテナ位相特性モデ

ルの誤差として表現し，解析処理に導入するものである．したがって，この手法は，通常のリアル

タイム解析において，求められた位相残差マップを考慮してアンテナ位相特性モデルに修正を加え

るだけで適用でき，簡便なものである．  

はじめに，この手法をリアルタイム解析に適用し，実時間での解析が可能であるか動作確認を行

った．用いた解析ソフトウェアは，  RTKLIB ver2.4.2（Takasu,2013）である．ただし，この解析ソ

フトウェアでは方位角依存のアンテナ位相特性モデルの読み込みが実装されていないため，修正後

のアンテナ位相特性モデルを適切に読み込むよう改修を加えた．2014 年 3 月 15 日及び 16 日の 2 日

間について連続解析を行い，実時間で解析が終了することが確認された．  

つぎに，位相残差マップの適用による誤差軽減効果を評価する．位相残差マップの作成では，GNSS

衛星の軌道や時計情報の誤差が影響を与えるので，なるべく精度の高い軌道や時計情報を使用する

ことが望ましく，第一段階としては，後処理キネマティック解析の場合と同様に，最も精度の高い

軌道や時計情報である IGS 最終暦を使用する．マルチパスによる誤差は，周囲の地面等の反射特性

の影響を受けて変化すると考えられており，マルチパス誤差の低減に用いるべき位相残差マップの

作成には，観測時点の直前のデータを用いることが望ましいと考えられる．最終暦の公開は観測か

ら 2 週間以上遅れるため，位相残差マップの作成に直前のデータを利用できない．その際，短い周

期成分を持つマルチパス誤差が存在すると，解析時点のマルチパス誤差が，位相残差マップの作成

に用いられるデータ期間とで有意に異なり，推定された位相残差マップの適用性が劣化することが

懸念される．そこで，そのような短周期の誤差が位相残差マップの作成に及ぼす影響を低減するた

め，後処理解析において作成に用いた 7 日間でなく，より長い期間のデータを用いることとする．  

リアルタイム解析の第一段階の適用評価は，前述の 2 日間の動作試験において同時に行った．そ

の際，リアルタイム解析を行った時点において最新の最終暦として，2 月 1 日から 26 日までを用い

た．したがって，位相残差マップの作成に用いられたデータの期間は，解析時点から 20 日程度前の

ものである．表-1に，リアルタイム解析によって得られた座標値の再現性（平均値からの較差の RMS）

を示す．位相残差マップを用いた補正により，再現性が向上する成分がみられる一方，逆に悪くな

る成分もあり，必ずしも安定した誤差軽減効果が認められない．  

安定した誤差軽減効果が得られなかった原因の一つとして，位相残差マップの作成が直前の観測

データによっていないことが想定される．リアルタイム解析においてできるだけ観測時点に近い期

間のデータから位相残差マップを作成，適用する補正手法として利用可能なものとして， IGS 速報

暦が考えられる．その場合，マルチパス誤差の低減手法の評価として，最終暦と速報暦を用いた場

合に作成される位相残差マップが互いに整合的であるか，また，評価試験の観測時点において，速

報暦を用いて推定される位相残差マップが，20 日間のデータ期間のずれにより，測位解に有意なず

れをもたらしうる変動を生じるかを明らかにする必要がある．  

まず，後者として，データ期間を 7 日間とし，直前の 3 月 6 日から 12 日における観測データと，

その 20 日程度前となる 2 月 20 日から 26 日における観測データを用いて位相残差マップをそれぞれ

作成し，その残差分布から推定される測位解のずれを算出した．図-1 に位相残差マップと測位解の

ずれの水平成分ベクトルを示す．測位解のずれは，二つの場合において，向きと大きさが有意に異

なっていることがわかった．  

つぎに，前者の評価として，位相残差マップの作成において最終暦を用いた場合と同じ期間のデ

- 149 -



ータに基づき， IGS 速報暦を用いて位相残差マップを推定した．図-2 に，各暦を用いた場合の位相

残差マップと，それぞれの残差分布から推定される測位解のずれを示す．最終暦を用いた場合に比

べ，速報暦を用いた場合には，位相残差の振幅が大きく，したがって，推定される測位解のずれも

大きくなるものの，図-1 でみられる差よりも十分小さく，また，測位解のずれの向きには違いが認

められないことがわかった．このことから，リアルタイム解析において位相残差マップを用いたマ

ルチパス誤差の低減手法を完成するにあたり， IGS 速報暦を用いて，観測時点に近い期間のデータ

から位相残差マップを作成し，補正に有効な手法の検討を進めるべきである．  

 一方，大気遅延誤差の低減について，数値気象モデルの一つであるメソ客観解析を用いて補正す

ることを試みたが，GNSS 解析の大気誤差の補正に対しては数値気象モデルの品質が十分でなく低

減効果が得られないことがわかった．つぎに，予めスタティック解析を行い，そこで推定された大

気遅延パラメータを後処理キネマティック解析において固定値として適用することを試みると，誤

差低減効果が得られた．この手法は，リアルタイムに適用することはできないが，地震前後や火山

噴火過程等，高速に進行する地殻変動の時間推移を準リアルタイムで把握する技術への応用可能性が

期待される．  

 

表-1 位相残差マップによるマルチパス誤差低減手法を適用した場合としない場合の座標再現性（平均値からの

較差の RMS 値）の比較（2014 年 3 月 15 日から 16 日のリアタイム解析）．青のハッチは座標再現性が向

上したものを示す．  

観測点  
補正なし（RMS [m]）  補正あり（RMS [m]）  

東西  南北 上下 東西 南北 上下 

0002 0.037319 0.029923 0.062015 0.038346 0.029792 0.061342 

0040 0.055124 0.024767 0.066220 0.055383 0.024834 0.066530 

0096 0.051042 0.042053 0.067997 0.051639 0.041652 0.069470 

2110 0.056159 0.031834 0.077452 0.055526 0.031889 0.078573 

 

         

図-1 観測点 2110 において IGS 速報暦を用いて推定された位相残差マップ．（左）データ期間が 2014 年 2 月

20 日から 26 日，（中）データ期間が 2014 年 3 月 6 日から 12 日，（右）それぞれのマップから推定され

る測位解のずれの水平成分ベクトル． 
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図-2 観測点 2110 において 2014 年 2 月 1 日から 26 日までのデータを用いて推定された位相残差マップ．（左）

IGS 最終暦を使用した場合，（中）IGS 速報暦を使用した場合，（右）それぞれのマップから推定される測

位解のずれの水平成分ベクトル． 

 

4. 結論  

位相残差マップを用いたマルチパス誤差の補正をリアルタイムキネマティック解析に適用するた

め，求められた位相残差マップを考慮してアンテナ位相特性モデルに修正を加える手法を開発し，

リアルタイム解析で動作することを確認した．つぎに，位相残差マップの適用による補正効果を評

価した．まず，後処理解析の場合と同様に，IGS 最終暦に基づいて位相残差マップを推定し，リア

ルタイム解析の補正に適用すると，安定した補正効果が得られなかった． IGS 最終暦の公表には２

週間以上の遅れがあり，観測点周囲の反射環境等の変化によるマルチパス誤差の変化が生じている

ことが想定されるため，つぎに，観測時点に近い期間のデータから位相残差マップが作成可能な IGS

速報暦の利用可能性を検討した．同期間の観測に基づいて最終暦と速報暦を用いた場合に作成され

る位相残差マップが互いに整合的であること，速報暦を用いて推定される位相残差マップについて，

データ期間における 20 日間のずれが測位解に有意なずれをもたらしうることが明らかとなった．し

たがって，IGS 等による速報暦を用いた位相残差マップの作成について，その時間的，空間的な特

性を分析し，リアルタイムキネマティック解析におけるマルチパス誤差の低減に最適な手法の開発

が必要であろう．これについては，特別研究「GNSS による地殻変動推定における時間分解能向上

のための技術開発」において取り組む予定である．  

一方，大気遅延誤差の低減について，スタティック解析で推定した大気遅延パラメータを適用す

る手法は準リアルタイムで地殻変動の推移を把握する技術への応用が期待される．また，リアルタイ

ム解析における効果に関しては，他の研究課題において検討している大気遅延のマッピング関数にお

ける方位依存性の考慮の有効性が期待される．これらの応用について今後も検討を進める予定である． 

 

参考文献  

宗包浩志（2010）：GPS リアルタイム解析の品質向上に関する研究（第 1 年次），平成 21 年度調査研

究年報，国土地理院，135-136． 

Takasu T. (2013)： RTKLIB ver 2.4.2 manual, http://www.rtklib.com (accessed 12 Mar. 2014). 
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地殻上下変動計測の整合性向上に関する研究 （第 5 年次） 

 

 

実施期間     平成 21 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  宗包 浩志 

 

1．はじめに 

日本の標高基準は，東京湾平均海面を基準とする高さの系として定められ，全国の一等水準測量を骨格

として正標高（ヘルメルト高）が与えられている．一方．宇宙測地技術の測地測量への導入と電子基準点

網（GEONET）の構築により，基準点の幾何学的な三次元位置が世界測地系に基づく測地基準点成果とし

て決定され，これらの楕円体高を正標高と関係づけるジオイド・モデルも提供されている． 

テクトニック・プレートの収斂境界に位置する日本列島は，地震や火山の活動が活発であり，それらの

発生や進展機構の解明や監視を行うことが防災や減災の支援のために重要である．その取り組みの一つと

して，国土地理院では地殻変動の全国的な監視が継続して行われている．地殻変動については連続的な監

視が GEONET により実現されており，上下変動については水準測量の繰り返し観測に加え，近年では衛星

SAR（合成開口レーダー）による監視が取り入れられている．また，沿岸部には験潮場が設置され，長期

間に亘って潮位変化の観測が行われ，水準測量と併せて長期的な上下変動の推定にも活用されている． 

GPS 技術については，IGS（国際 GNSS 事業）による国際観測や GEONET による国内観測が継続され，

それらを用いた測地測量技術の高精度化研究が国際的にも進められており，地殻の上下変動成分を安定し

て観測する利用技術の発展が期待されている．上下変動の観測に関する，これら異なる技術は，異なる高

さ（物理的標高，幾何学的楕円体高や地殻に対する潮位面の相対高など）を捉えるものである．したがっ

て，我が国における地殻上下変動を短期，中長期的に高精度で把握するためには，これら異なる技術につ

いて整合した変動観測を実現することが求められる．そこで，本課題では，上下基準系に関係する，験潮，

GPS，水準測量，ジオイド等の観測・モデルについて，それぞれの精度向上を図るとともに，相互比較を

通じて整合性の評価および改善を図ることを目的とする研究を行う． 

 

2．研究内容 

本研究では，上下基準系に関する計測である験潮，GPS，水準測量などの観測技術や，日本の標高基準

系の絶対的位置と内部整合性などを評価するための国際的な標高基準として期待される絶対的な全球的ジ

オイド・モデルについて，相互の整合性を評価し，それらの整合性を高めるための解析技術の改良を行う．  

第 5 年次においては，GPS で計測された上下地盤変動と，衛星重力ミッション GRACE で観測された地

球表層流体の質量分布から予想される荷重変形による上下地殻変動とを相互比較する． 

 

3．得られた成果 

まず，GRACE で観測された地球表層流体の質量分布から，電子基準点位置における地球表層流体の荷重

変形による上下地殻変動を計算した．GRACE のデータとして，テキサス大学宇宙研究センターで解析され

た Level-2 データ(UTCSR Release-05)を用いた．また解析期間は，2005 年～2013 年の 8 年間に設定した．

GRACE の Level-2 データは，エイリアシングを避けるため，大気および海洋のモデル変動が予め差し引か

れているため，それらを再び足し合わせて復元し，大気および海洋の全質量変化を表現するデータに変換
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した．更に，誤差を低減するため de-striping filter (Swenson el et.al, 2006)および半径 500 km の Gaussian filter

をかけて平滑した上で，荷重変形を計算した． 

次に，全電子基準点について GPS 解析により上下地殻変動を算出した．GPS 解析には RTKLIB (Takasu, 

2013)の精密単独測位法を用い，GRACE の解析期間と対応した 2005 年～2013 年の 8 年間のデータを対象

とした．得られる上下座標時系列には，GRACE では感知できない，プレート運動に伴う上下変動や，地震

に伴う上下変動も含まれているため，それらについて，時間に線形な直線，地震時オフセット，また余効

変動（対数型）としてモデル化し，除去した．さらに，GRACE のデータ平均区間（約 1 ヶ月）に対応させ

て平均を取った． 

このようにして得られた GRACE による荷重変形と GPS による上下地盤変動の，平均からの残差の標準

偏差を図-1 に示す．まず，GRACE により得られた荷重変形は（図-1 左），北海道および九州地方と南西諸

島で大きな値を示すが，これらはそれぞれユーラシア大陸の陸水および海洋質量の季節的な変化に伴い荷

重変形が大きくなっていることに対応している．値自体は，最大でも 2mm 程度と非常に小さい．一方，

GPS による上下地盤変動は（図-1 右），点毎のばらつきが非常に大きいものの，北海道および東北脊梁部，

日本海側で標準偏差が大きくなる傾向がある．これは積雪による荷重変形(Heki, 2001)に対応すると思われ

る．また，近畿地方，四国地方南部から九州地方南部にかけての太平洋沿岸，および南西諸島において，

残差の標準偏差が大きい領域が帯状に存在する．時系列を見ると，2005 年および 2013 年に大きな残差が

見られ，これが残差の標準偏差を大きくする原因となっている．2005 年および 2013 年には，これらの地

域の沿岸に流軸を持つ黒潮の大蛇行が観測されていることから，この残差は，黒潮の流軸変化に伴う海洋

質量の変化による荷重変形に起因している可能性がある． 

次に，GRACE による荷重変形と GPS による上下地盤変動の整合性に関し，GPS による上下地盤変動と，

そこから GRACE による荷重変形を補正した上下地盤変動の両者について，全観測点の平均標準偏差を計

算し，有意なばらつきの低減が見られるか調べた．その結果，平均標準偏差は，補正前および補正後とも

に，4.3mm となり，有意な改善は見られなかった．季節変動成分のみに着目した先行研究においては，積

雪による荷重変形を除いては両者の対応はよく，補正によりばらつきは有意に低減することが分かってい

る（Munekane, 2008）．しかしながら，今回のように時系列全体のばらつきを見ると，図 1 で明らかな通り，

GPS による上下地盤変動においては，観測点毎のばらつきや，積雪や黒潮の流軸変化に伴う海洋質量の変

化など，空間的に短波長の質量異常による荷重変形に対応すると考えられるばらつきが支配的であり，

GRACE で捉えられるような空間的に長波長の質量異常による荷重変形の寄与は相対的に小さいことがわ

かる．そのことが，ばらつきが有意に減少しなかった原因だと考えられる． 

 

4．結論 

GPS で計測された上下地盤変動と，衛星重力ミッション GRACE で観測された地球表層流体の質量分布

から予想される荷重変形による上下地殻変動とを相互比較した．その結果，GPS で計測された上下地盤変

動のばらつきは，衛星重力ミッション GRACE で観測された地球表層流体の質量分布から予想される荷重

変形に比べて明らかに大きく，GPS で計測された上下地盤変動から GRACE から予想される荷重変形を補

正しても残差が有意に低減しないことが分かった．その理由としては，GPS で計測された上下変動では，

観測点毎のばらつきや，積雪や黒潮に伴う海洋質量の変化など，GRACE では検知できない空間的に短波長

の質量異常による荷重変形の寄与が大きいためと考えられる． 

今後，GPS で計測された上下地盤変動の機構を解明するためには，観測点個別の誤差要因を調査し，そ

の低減を図った上で，上下地盤変動の有力な力源である，積雪や黒潮に伴う海洋質量の変化による荷重変
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形を評価し，寄与の程度を判断することが有効である．そのためには空間的により短波長の異常を表現で

きる質量異常モデルが必要となる．積雪については，気象庁の AMeDAS データの積雪深，海洋については

米国航空宇宙局で開発されている海洋大循環モデル ECCO の利用などが考えられる． 
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図-1 （左）GRACE により得られた電子基準点位置での上下荷重変形の標準偏差および（右）GPS 解析から得ら

れた電子基準点の上下地殻変動の標準偏差． 
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GPS 測量等における電離層補正効果に関する研究（第 2 年次） 

 

 

実施期間         平成 24 年度～平成 25 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室       中川 弘之  

地殻変動研究室       畑中 雄樹  

測地部測地基準課      小門 研亮 影山 勇雄  

測地観測センター地殻監視課 加川 亮  

 

1. はじめに 

GPS 基線解析における主要な誤差要因の一つである電離層遅延は，特に基線が長い場合に，二重位

相差をとっても完全には相殺されずに残るため，二周波観測による補正が行われる．公共測量に適用

される作業規程の準則（以下「準則」と記載する）においては，観測距離 10km 未満の場合は 2 級 GNSS

測量機による一周波観測が認められているが，観測距離 10km 以上の場合には 1 級 GNSS 観測測量機

により二周波による観測を行うこととされている．  

平成 21～23 年度に実施された特別研究「GPS 統合解析技術の高度化」において，GEONET のデー

タを用いて電離層遅延補正モデルを生成する手法が開発され，一周波観測データしか得られない観測

点を対象とした GPS 統合解析においても，このモデルを適用して補正することによって GEONET の

定常解（観測時間 24時間または 6時間）とほぼ同等の精度の解が得られることが示された（畑中，2012）． 

このモデルによる補正が，公共測量において適用されるより短い観測時間においても有効であるな

らば，一周波（2 級）GNSS 測量機を用いた測量における測量条件（基線長の上限）を緩和できる可

能性がある．   

 

2. 研究内容 

一周波（2 級）GNSS 測量機を用いた測量等について，電離層遅延補正モデルの適用による観測条

件（基線長の上限）の緩和の可能性を検討する．  

昨年度，GEONET 観測点を対象として一周波のみのデータを用いて，RINEX データに電離層補正モ

デルを適用したうえで，学術用ソフトウエア BERNESE を使用して基線解析を実施し，補正効果を評

価した．その結果，南洋の離島域を除き，電離層補正モデルを適用した一周波データによる解析結果

の方が，二周波データの線型結合による解析結果よりも再現性が高いことが示された（畑中他，2013）． 

本年度は，基準点測量において基線長が 10km を超える場合について，電離層モデルを適用した一

周波観測を用いることの可能性を評価し，その方法による一周波 GNSS 測量の条件（基線長の上限）

についての情報を得ることを目的に，以下の 2 点について検討を行った．  

・課題 1：基準点測量に近い条件での改善効果  

基準点測量では，基線解析に市販されているソフトウエアが用いられ，GEONET 観測点間の基線よ

りも観測点の高低差が大きい場合がある．そこで，昨年度の評価に比べ，より基準点測量に近い条件

での適用として，GEONET 観測点以外のデータについて，市販の基線解析ソフトウエアを用いて解析

し，基線解の改善効果を評価する．また，同様に二周波データの線形結合による解析も行い，その結

果の比較から，二周波データと同程度の品質を得ることが出来る基線長の上限を見積もる．  
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・課題 2：太陽活動が活発な時期における基線解の安定性  

太陽活動が活発な時期において，電離層遅延補正モデルの適用により，二周波データと同程度の品

質の解を安定的に得られるかを調査するため，異なる数種類の基線長となる基線において，太陽活動

が比較的活発な時期に行われた複数日の観測について，市販の基線解析ソフトウエアを用い，電離層

モデルを適用した一周波データの基線解析を実施し，解の改善効果を評価する．  

 

3. 得られた成果 

3.1 基準点測量に近い条件での改善効果  

過去に行われた高度地域基準点測量のデータについて評価を実施した．対象となる基線として，  

・太陽活動が比較的静穏な時期であること  

・実際の基準点測量における基線長が最大で 30km 程度であることから，基線長が 10km～40km の

範囲であること  

を考慮し，平成 22 年度近畿地区の笠形山－上比延（基線長約 17km，標高差約-484m），三谷－笠形山

（基線長約 24km，標高差約 671m），三谷－上比延（基線長約 40km，標高差約-112m）の 3 基線を選

定した．これらの基線では，本観測（ 2010/7/10[doy=191] 8:15-17:15[UTC]）と実地最終確認

（2010/8/4[doy=216] 4:00-13:00[UTC]）の 2 セットのデータが得られている．  

解析は以下の条件で行った：  

1) 以下の 3 つの方法について基線解析を行う．  

方法 1：一周波データのみを使用し，電離層遅延補正モデルを適用（以下「補正あり一周波法」）  

方法 2：一周波データのみを使用し，電離層遅延補正モデルは非適用（以下「補正なし一周波法」） 

方法 3：二周波の線型結合を使用（以下「二一周波法」）  

2) 解析には市販の基線解析ソフトウエア「TBC」を用いる．  

3) セッション長は，基準点測量作業規程（10km 以上の基線の場合）にあわせ，2 時間とする．高度

地域基準点測量の 6 時間の観測データを 3 分割し，各日 3 セッション，計 6 セッションとする．   

4) 基準点測量作業規程に従い，大気遅延補正は行わず，PCV 補正を適用する．  

こうして得られた基線解について，基準値と較差を求め，その再現性と絶対値を評価した．基準値

には，高度地域基準点測量と同様の条件（6 時間データと学術用ソフトウエア GAMIT を使用）による

基線解析結果を使用した．  

基準値からの較差のばらつきの範囲（図-1）は，水平面内の二成分において，補正なし一周波法で

は基線長の増大につれ顕著に増大するのに対し，補正あり一周波法ではいずれの基線長でも二周波法

と同程度であった．一方，上下成分においては，いずれの方法でも際立った違いは見られず，解析に

おいて大気遅延推定を行っていないため，対流圏遅延の影響が強く出ていることによると思われる． 

基準値からの較差の平均値（表-1）の絶対値は，水平面内については，東西成分で全ての基線，南

北成分では 17km と 24km の基線において，補正あり一周波法と二周波法とは同程度だった．一方，

補正なし一周波法ではいずれの成分も二周波法の値を大きく上回った．上下成分においては，補正あ

り一周波法は二周波法の値よりも大きくなることが多く，その場合には補正なし一周波法の値よりも

大きくなった．また，この 3 基線において，標高差と較差の間に関連性は特に認められなかった．  

以上のことから，おおむね 40km 以下の基線では，補正あり一周波法は，水平成分においては再現

性と平均値の観点とも二周波法に匹敵する解を与えたが，上下成分においては補正なし一周波法に比

べ必ずしも改善はみられず，むしろ平均値を劣化する場合も散見された．  
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図-1 基線ベクトルの基準値からの較差（高度地域基準点測量データ）  

 

表-1 基準値からの較差の平均値 

観測日 基線長 

(km) 
基準値からの較差の平均（mm） 

南北成分 東西成分 上下成分 

２周波 
１周波 

補正あり 

１周波 

補正なし 
２周波 

１周波 

補正あり 

１周波 

補正なし 
２周波 

１周波 

補正あり 

１周波 

補正なし 

2010/7/10 17 4.3 1.7 7.0 -13.7 -8.7 -19.0 20.3 31.7 28.3 

 24 -1.0 1.3 3.0 -17.0 -13.0 -26.7 9.0 4.7 2.3 

 40 0.3 2.7 9.3 -25.3 -21.7 -45.7 25.3 33.0 31.7 

2010/8/4 17 3.0 -0.7 5.0 -23.7 -14.0 -33.0 43.7 65.3 42.3 

 24 -6.3 -5.7 -11.0 -29.3 -21.3 -50.7 -11.0 -8.0 -38.3 

 40 -4.3 -7.0 -6.7 -41.3 -35.0 -83.7 47.0 64.3 21.3 

 

3.2 太陽活動が活発な時期における基線解の安定性 

 電離層擾乱の影響は低緯度地区ほど受けやすいと考えられ

ることから，対象として，九州地方にあるから GEONET から，

モニュメントタイプや上空視界を考慮の上，表 -2 に示す 5 基

線を選定した．観測日時は，太陽活動が比較的活発であった

2011 年 10 月 17～26 日の 10 日間において，一日の中で電離

層擾乱が比較的発生しやすい時間帯である 5:00-7:00（UTC）

（日本時間の 14:00-16:00）（中川他，2014）とした．解析条

件と評価法は 3.1 と同じであるが，基準値には当該日の F3 解

から求めた基線三成分を用いた．  

表-3 に，基準値からの較差の 10 日分の平均値と標準偏差について，基線の各成分を解析方法別に

示す．平均値では，補正あり一周波法は，いずれの基線でも二周波法とおおむね 2cm で一致した．  

標準偏差については，補正あり一周波法は，15km と 21km の基線では，各成分とも二周波解析とは

数 mm の差となった．一方，26km の基線では上下成分において二周波法に比べ 2cm，31km の基線で

は東西成分と上下成分において二周波法に比べどちらも 4cm 程度大きく，補正なし一周波法と比べて

も大きい値を示している．  

図-2 に，31km の基線において，基準値からの較差の時系列を補正あり一周波法，補正なし一周波

法，二周波法について成分ごとに示す．補正あり一周波法では，通算日 290 日（10 月 17 日）だけ各

成分とも 13cm～16cm 程度ずれており，その他の日は二周波法とおおむね 5cm 以内で一致した．通算

日 290 日は，21km と 26km の基線も 10cm 以上，15km の基線には 5cm 程度のずれが上下成分に見ら
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表-2 使用した GEONET 観測点 

基線 基線長 標高差 

960775-021074 15km -549.61m 

950479-960712 21km -657.5m 

940099-960716 26km -252.68m 

950458-940091 31km -89.29m 

960691-950459 41km 79.71m 

   

南北成分 東西成分 上下成分 
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れる．原因については更なる検討が必要だが，この日の電離層補正モデル生成上の問題か，あるいは，

この日の前後に九州の南に停滞していた台風 15 号による気象の影響などが，可能性として考えられる． 

なお，較差の平均値と標準偏差について，基線の標高差との関連性は認められなかった．  

 

表-3 基準値からの較差の 10 日間の平均値及び標準偏差 

 
 

    
図-2 基線ベクトルの F3 解からの較差の時系列の例（GEONET 950458-940091 基線長 31km） 

 

4. 結論  

 基準点測量で用いられる解析における補正性能を調べるため，市販の基線解析ソフトウエアの一つ

を使用し，太陽活動が静穏な時期と活発な時期について電離層補正モデルを適用した一周波データの

基線解析をおこない，解の再現性と精度を評価した．解析では，観測時間を 2 時間，対流圏遅延の補

正はせず，PCV 補正を適用するという条件をとった．おおむね 30km の基線長までであれば，水平成

分において電離層補正モデルを適用する一周波解析により二周波解析と同程度の再現性と精度が得ら

れた．一方，上下成分については補正を適用しない一周波解析に比べて改善は認められなかった．ま

た，電離層補正モデルを適用した一周波解析の基線成分において 10cm 程度のずれを生じることがあ

り，基準点測量に適用するためには，原因調査も含め，安定性の観点から更に検討すべき課題がある． 
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一周波・補正有り 平均値(cm) 標準偏差(cm) 0.66 0.73 -0.83 0.48 1.02 1.70 1.84 4.22 0.55 0.58
二周波 平均値 標準偏差 1.18 1.57 1.07 1.22 2.35 1.82 -0.59 1.13 0.18 0.63

一周波・補正なし 平均値 標準偏差 1.53 3.77 3.63 3.68 5.40 4.45 -8.80 5.12 -0.05 4.91
一周波・補正有り 平均値 標準偏差 0.40 0.60 0.18 0.51 -0.57 0.74 1.12 4.85 0.27 0.46

二周波 平均値 標準偏差 -1.14 0.62 -0.75 0.65 -1.09 0.84 -0.03 0.44 -0.57 0.18
一周波・補正なし 平均値 標準偏差 -3.33 2.30 -2.73 1.25 -3.93 2.14 2.34 1.80 -6.11 1.84
一周波・補正有り 平均値 標準偏差 1.06 3.22 2.68 4.07 2.39 5.58 -2.10 5.01 1.66 1.24

二周波 平均値 標準偏差 1.04 3.52 2.74 3.35 2.66 3.44 0.29 1.22 0.86 1.78
一周波・補正なし 平均値 標準偏差 0.42 10.05 8.88 6.86 9.95 4.27 8.76 5.11 3.62 8.66
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将来の測地基準系の保持手法に関する研究 （第 2 年次） 

 

 

実施期間          平成 24 年度～平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  高島 和宏  中川 弘之 

 

1．はじめに 

国土地理院は，測量法に基づき，様々な観測を利用して地球上における我が国の位置の基準を定めてい

る．VLBI や GPS などの宇宙測地技術の進展とその国際観測の継続的な実施によって，地表基準点の幾何

学的な三次元位置（経・緯度と楕円体高）が国際的な測地基準系（国際地球基準座標系：ITRF）において

正確に決定され，我が国においても国際的な標準に基づく水平位置の表示が可能となり，平成 14 年 4 月か

らは世界測地系が導入された．地球の表面は十数枚のテクトニック・プレートで覆われ，互いに相対的に

移動しているため，地表上のどの地点でも世界測地系における位置が経年的に時間変化している．また，

規模の大きな地震活動などに伴い，地域的な地殻の変形（地殻変動）が複雑に生じている．そのため，世

界測地系における日本の測地基準点位置の時間変化を監視し，測地基準系を保持することが必要となる． 

国土地理院では，VLBI 観測と全国の電子基準点（GEONET）における GNSS 観測を継続して行い，基

準点位置を監視している．経年的な地殻変動に伴う歪みについては，GEONET の観測に基づき，基準点の

測量成果に対する補正量をセミ・ダイナミック補正パラメータとして定期的に公表し，測量基準点の位置

情報の品質を保持している．また，規模の大きな地震に伴う地殻変動については，測量成果が現況と適合

しなくなった地域における基準点の成果を停止し，改測を行った上で成果の改定を行っている． 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，日本列島の観測史上最大の地殻変動を伴い，当

初の成果停止措置は東北地方から関東甲信越地方に及んだ．また，地震後の余効変動も長期に亘って継続

しており，その累積量も大きくなっている．成果改定のため，一部の三角点を選んで改測作業が行われた

が，広域であるため点数と所要日数は多大にならざるを得なかった．一方，被災地域の復旧・復興におけ

る公共事業実施のため，基準点の測量成果の速やかな改定が望まれた． 

日本列島は 4 つのプレートの収斂境界に位置しており，大規模な地震の発生が今後も危惧されている．

特に，南海トラフ沿いの地域では，非常に広域の地殻変動を伴うような地震が近い将来発生する懸念があ

る．そのため，広域的な地殻変動の発生に対応する基準点成果の改定について，改測対象点の選択や改定

成果算出方法など，効率的な手法の検討が重要となっている． 

 

2．研究内容 

本課題では，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動とその後の余効変動を含む期間における

GEONET の位置時系列を事例とし，広域で大規模な地殻変動の発生に対応する成果改定のための計算手

法および品質評価手法を構築することを目標とする． 

第 2 年次においては，測地成果 2011 の構築に使用する座標変換パラメータを算出する際，点間距離約

20km の電子基準点を補完するために実施した高度地域基準点測量の成果について，測地成果 2011 の元期

と観測日の間に生じた余効変動の影響の評価を行った． 
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3．得られた成果 

測地成果 2011 の構築においては，三角点に関し，改測が行なわれた一部地域を除き，座標補正パラメ

ータによる改算方法が採られ，41,392 点について成果が改訂された．その際，地殻変動量が大きかったこ

とから，電子基準点（成果改定 438 点）を補完するために，地震後の 2011 年 6 月～9 月にかけて 22 地区

591 点で高度地域基準点測量が実施された．GNSS 測量の 6 時間セッションによる観測が行われ，座標の

算出に当たっては，GEONET 観測点の測地成果 2011（元期 2011 年 5 月 24 日）の値が与点の座標値として

使用され，その結果と旧成果との差をとって地震前後の変動量が求められた．（檜山他，2011）． 

地震による余効変動は元期である 5 月 24 日以後も衰えながらも続き，与点の座標値は高度地域基準点

測量が実施された 2011 年 6 月～9 月における時点の座標値との間に差が生じていることが予想される． 

そこで，補正パラメータの生成に用いられた電子基準点および高度地域基準点について，測地成果 2011

の元期である 5 月 24 日と，高度地域基準点測量期間中の 7 月 24 日における座標値を世界測地系において

算出し，この間における座標の変化と三角網のひずみを評価することとした．それぞれの時点における電

子基準点の座標には，特別研究課題「世界測地系における国内位置基準の監視の高度化に関する研究」（平

成 21 年度～23 年度）において作成された，世界測地系における GEONET の座標時系列（高島，2013）に

よる値を使用した．それぞれの座標値を与点とし，高度地域基準点測量で得られた基線解を網平均するこ

とで，それぞれの時点における高度地域基準点の座標を求めた． 

こうして得られる二つの時点における高度地域基準点の世界測地系での座標値について，測地成果 2011

との較差を図-1 に示す．測地成果 2011 の元期と同じ 5 月 24 日時点では，測地成果 2011 との較差はほぼ

1cm 以内となっており，両者の座標間に差はほとんどないことが分かる．一方， 7 月 24 日時点では，測

地成果 2011 に対して，大きいところでは約 10cm以上の差がみられる．これはこの期間に生じた余効変動

の影響であると考えられ，高度地域基準点測量を実施した時点で，測地成果 2011 は世界測地系から 10cm

程度の差が生じていることを意味する．較差の特徴を詳しくみると，近接する基準点間では方向や大きさ

がほぼ一様であり，座標系のひずみは個々の三角網でみると大きくないと推察される． 

つぎに，二つの時点での世界測地系における座標差から個々の三角網の面積歪みを求め，図-2 に示す．

これは 2011 年 5 月 24 日から 2011 年 7 月 24 日の期間に生じた網のひずみであり，北関東地域で 1ppm以下

のひずみが若干見られるものの，東北地域においては特に目立ったひずみは見られない． 

 

図-1 与点となる GEONET の座標値の元期を変えた場合の，高度地域基準点の座標の測地成果 2011 の値との較差 

（左）測地成果 2011 の元期 2011 年 5 月 24 日 （右）高度地域基準点測量の観測日 2011 年 7 月 24 日 

10cm 10cm 
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図-2 2011 年 5 月 24 日から 2011 年 7 月 24 日の期間に生じた，三角網の面積ひずみ 

 

4．結論 

測地成果 2011 の元期である 2011 年 5 月 24 日から 1～3 ヶ月後に実施された高度地域基準点測量により

得られた座標値は，この期間に生じた余効変動の影響で，世界測地系における座標としては大きいところ

では 10cm を超えている可能性がある．しかし，近接する基準点間では変位の向きと大きさはほぼ一様と

なっており，余効変動により生じた測地網のひずみは 1ppm 未満である．すなわち，相対的な地殻変動量

は実用上十分小さいため，三角点成果にひずみをもたらすことはほとんどないと考えられる．また，世界

測地系における基準点座標の経年的な変化については，セミ・ダイナミック補正を用いて定期的に対応さ

れている．広域で大規模な地殻変動が発生した場合，災害復旧工事のためには一刻も早い新成果の公表が

望まれるが，将来的な基準系の保持という観点からは，余効変動が落ち着いてきた時期での改測・改定が

望ましい．今回の測地成果 2011 算出においては，適切な時期での改測が実施されたと思われる． 
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GEONET における大気遅延誤差軽減手法の高度化に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間     平成 25 年度～平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  石本 正芳 

 

1. はじめに 

国土地理院では，GEONET で観測されるデータを定常的に解析しており，その結果得られる地殻変動

情報は，地震や火山活動の解明や防災活動の支援に重要な情報として活用されている．GEONET の定常

解析結果には様々な誤差が含まれており，そのために，信頼性の高い地殻変動を速やかに把握する上で

障害となる場合がある．このような誤差のうち，主な要因の一つが大気遅延に起因するものである． 

GEONET の定常解析には大気遅延勾配推定が導入され，大気遅延に起因する誤差のうち，空間スケー

ルの大きな気象現象に伴うものは大幅に軽減されているが，時間，空間スケールの小さな気象擾乱が発

生すると，解析結果に有意な誤差をもたらすことがあり，このような誤差の軽減手法が求められている．

特別研究「GPS による地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関する研究」（以下，

単に，特別研究という）において，小スケールの気象擾乱に起因する誤差は，大気遅延の空間分布に大

気遅延勾配推定では除去しきれない方位依存性が生じており，その補正として方位依存性を考慮した大

気遅延のマッピング関数の導入が効果的である可能性が示された（平成 24 年度国土地理院研究評価委

員会説明資料）． 

そこで，本研究では，GEONET の解析における測位精度向上のため，時間，空間スケールの小さな気

象擾乱により生じる大気遅延分布の方位依存性を考慮した誤差軽減手法を検討する．  

 

2. 研究内容 

GNSS 解析における時間，空間スケールの小さな気象擾乱に起因する誤差について，方位依存性を考慮

した大気遅延のマッピング関数の定式化を行い，それが測位信号に含まれる大気遅延分布をよく説明でき

るか評価する．次に，定式化されたマッピング関数を導入して観測局の座標値変化を推定する測位モデル

を作成し，従来の手法に比べ誤差軽減効果が得られるか評価を行う．これらの評価に基づき測位モデルの

改良等を行い，実際の GNSS 解析から得られる位相残差データに適用し有効性を評価する． 

平成 25 年度は，方位依存性を表すマッピング関数の一つとして，先行研究で定式化されている 2 次項

を考慮した関数について，GNSS 観測における大気遅延分布の表現としての適合性を評価する．次に，こ

のマッピング関数を従来のマッピング関数の拡張として組み込んだ測位モデルを試作し，GNSS 観測にお

ける誤差の軽減効果を調べる．評価には，高分解能の数値気象モデルを用いて GNSS 観測に含まれる大気

遅延量を再現するシミュレーションを使用する． 

 

3. 得られた成果 

GNSS 解析で用いられる大気遅延補正モデルにおけるマッピング関数について，大気遅延勾配項の拡張と

して Seko et al.（2004）で定式化された，2 次項を考慮したマッピング関数の有効性を評価する．2 次項を

考慮した大気遅延補正モデルは，次式で表される． 
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        (1) 

 

ここで， 

                ：観測エポック，衛星 

              
    ：観測エポック での，観測点 衛星 間の大気遅延の補正量 

                    ：大気遅延量のアプリオリ値，天頂大気遅延量 

              
    ：マッピング関数 

                        
    ：観測エポック での，衛星 の仰角 

                 ：観測点から衛星方向への単位ベクトルの東西･南北成分 

                   ：大気遅延勾配項（南北，東西成分） 

                          ：大気遅延の  次項 

を表す．式(1)の右辺において，第 4 項が拡張された 2 次項であり，第 3 項までは通常の GNSS 解析におけ

る大気遅延補正モデルである． 

まず，この 2 次項を考慮したマッピング関数が，大気遅延分布をよく説明できるか評価する．評価には，

小スケールの気象擾乱の再現性が高いことがわかっている高分解能数値気象モデルを用いて GNSS 観測に

含まれる大気遅延量を再現するシミュレーションを用いる．シミュレーションにおいて，気象擾乱によっ

て生じる大気遅延の影響だけを再現するため，観測点の座標値を固定し，GNSS 衛星からの観測信号に含ま

れる大気遅延量を波線追跡法により求める．この大気遅延量を式(1)でモデル推定し，その残差を評価する．

小スケールの気象擾乱が発生した場合において，式(1)における第 4 項の導入によって残差が小さく，かつ，

方位依存性が見られなくなれば，大気遅延分布の表現式としての有効性を明らかにすることができる． 

計算に用いるべき観測点として，特別研究において小スケールの気象擾乱の影響が大きいことが示されて

いる 2 点（羅臼，北海道清水）を選ぶ．解析は，小スケールの気象擾乱の影響が現れやすい 6 時間データを

対象とし，特別研究において小スケールの気象擾乱の影響が大きいとされた 35 エポックと影響が小さいと

された 35 エポックの計 70 エポックを比較実験として設定した．その結果，小スケールの気象擾乱の有無に

かかわらず，2 次項を考慮する場合の方が，そうでない場合に比べ，有意に残差が小さくなることがわかっ

た（図-1）．一方，残差の空間分布を見ると， 2 次項を考慮しない場合に比べ部分的に残差が大きくなる場

合が見られた（図-2 破線部）．このようなモデル残差が観測点の座標値変化を生じさせると，測位解析とし

ては誤差を生じる方位依存性が残ることとなってしまう．そこで，このデータについて，モデル残差の分布

（  ）から座標値変化（  ）を次式により推定した． 

 

               
    

                  (2) 

 

ここで，観測エポック i において，      
    

  は観測点から衛星方向への単位方位ベクトル，  
 は衛

星 の方位角，    は残差である．その結果，2 次項を考慮しない場合に比べ，2 次項を考慮した場合のモデ

ル残差から推定される座標値変化は小さく，その向きにはほとんど変化がないことがわかった（図-3）．小

スケールの気象擾乱の影響が特に大きくなった別のエポックについても同様の傾向となった．したがって，

2 次項を考慮することにより，考慮しない場合に比べ大気遅延分布をよく説明できることがわかった． 

つぎに，式(2)の右辺で表される座標値変化項を式(1)の右辺に単純に追加し，大気遅延分布から大気遅延

パラメータと座標値変化を同時に求める測位モデルを試作した．この測位モデルに基づき，GNSS 観測にお

ける誤差の軽減効果について，高分解能数値気象モデルを用いて再現する大気遅延のシミュレーションに
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より調査を行う．大気遅延分布には上述と同じものを用いることとし，座標値変化を生じることなく残差

が縮小すれば，大気遅延の補正を含む良好な測位モデルであることを示すことになる． 

 

 

図-1 2次項を考慮しない場合と考慮する場合のマッピング関数のモデル残差と AICの全解析エポックの平均 

 

    

図-2 2次項を考慮しない場合（左）と考慮する場合（右）のマッピング関数のモデル残差（2010/7/12 21:00の例） 

 

    

図-3 マッピング関数のそれぞれの場合のモデル残差（図-2）から推定した座標値変化による遅延量分布{（左）2次項 

を考慮しない場合，（中）考慮する場合}，と座標値変化の水平ベクトル（右）（2010/7/12 21:00の例）  

 

 

図-4 マッピング関数の 2次項を考慮する場合と考慮しない場合において，大気遅延パラメータと座標値変化を同時に 

推定した場合のモデル残差と AICの全解析エポックの平均 
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図-5 マッピング関数の 2次項を考慮する場合と考慮しない場合において，大気遅延パラメータと座標値変化を同時に 

推定した場合の各成分の RMS．上段は，小スケールの気象擾乱の影響がある場合（左：羅臼，右：北海道清水），

下段は，小スケールの気象擾乱の影響がない場合（左：羅臼，右：北海道清水） 

 

全 70 エポックについての結果を図-4 に示す．図-4 から，マッピング関数に 2 次項を考慮しない場合と比

べ，それを考慮する場合の方がモデル残差と AIC のいずれにおいて良好なモデルであることが分かる．し

かし，同時に推定される座標解についてみると，2 次項を考慮した場合の方が，考慮しない場合に比べより

大きくなった（図-5）．このことは，従来の測位モデルに対し，マッピング関数に 2 次項を単純に付加する

定式化に問題があることを示唆していると考えられる． 

 

4. まとめ 

 方位依存性を表すマッピング関数の一つとして，先行研究で定式化されている 2 次項を考慮した関数に

ついて，GNSS 観測における大気遅延分布の表現としての適合性を評価した．評価には，高分解能の数値

気象モデルを用いて GNSS 観測に含まれる大気遅延量を再現するシミュレーションを使用した．その結果，

2 次項を考慮することで大気遅延分布に対する適合性が向上することがわかった．つぎに，2 次項を考慮し

たマッピング関数を従来の測位モデルにおけるマッピング関数の拡張として組み込み，大気遅延パラメー

タと座標値変化を同時に推定する測位モデルを試作した．この測位モデルを用いて，シミュレーションに

よる測位解を調べた．その結果，2 次項を考慮するマッピング関数の単純な拡張では，かえって座標値の

誤差が大きくなることが明らかとなり，マッピング関数の単純な拡張による測位モデルの定式化には問題

があることが示唆される．今後，測位モデルの定式化について改良を行い，実際の GNSS 解析から得られ

る位相残差データに適用し有効性を評価する予定である． 
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局在的な宇宙測地観測網における地球姿勢パラメータの誤差の影響に関する研究  

（第 1 年次） 

 

 

実施期間    平成 25 年度～平成 26 年度  

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室 高島 和宏 

 

1．はじめに  

国土地理院は国家の位置の基準を管理する機関として，超長基線測量（VLBI）や電子基準点測量

（GNSS）等の宇宙測地技術を活用し，我が国の測地基準系の骨格を維持管理している．その目的の

ため，日本国内に VLBI 観測局 4 点，GNSS 観測局約 1200 点を設置し，日本の測地系の変動を監視し

ている．.地球規模で見た場合，日本国内に設置された宇宙測地観測網は局在化しているため，これら

の観測網のみでは地球姿勢パラメータ（EOP）や衛星軌道暦を十分に高い精度で推定することが困難

である．そこで，世界測地系と整合させるため，国際 VLBI 事業（IVS），国際 GNSS 事業（IGS）に

よる成果や国際地球回転・基準系事業（IERS）が公表する EOP や衛星軌道暦を既知の値として取り

込むことで座標値の算出を行っている．例えば，地球自転速度（UT1），歳差章動（dψ,dε）および極

運動（x, y）については，IERS が複数の宇宙測地技術を統合して算出した日々の地球姿勢パラメータ

「EOP 08 C04」を使用している．それらの精度については日々の変動が大きいことが知られている（参

考 URL）.そこで，国内の位置の基準をローカルな宇宙測地観測により求める際に，このような EOP

が持つ誤差の影響を把握しておくことが測地基準系を維持管理する上で，重要となる．  

 

2．研究内容  

本研究は，日本の測地基準系の維持管理を高度化することを目的に，EOP の誤差がローカルな国内

宇宙測地観測網の解析結果に与える影響を調査し，その影響を低減する手法を開発することを目標と

する．  

第 1年次には，UT1などの地球姿勢変動が局所的な観測網である国内 VLBIに与える誤差について，

地球姿勢パラメータの誤差との関連性を調査した． 

 

3．得られた成果  

はじめに，IERS が公表している「EOP 08 C04」の誤差について，2001 年から 2002 年の 2 年間の時

系列を図-1 に示す．いずれのパラメータについても，変動が大きいことが明らかである．  

つぎに，新十津川，姶良，父島の国内 3 箇所の VLBI 観測局について，ITRF2008 座標系に準拠した

つくば VLBI 観測局を与点として座標値を求め，それらの残差を算出した．算出にあたっては，地震

等に伴う大きな非定常地殻変動が含まれないと考えられる 2001 年から 2009 年までの 9 年間に実施さ

れた国内 VLBI 観測(67 セッション)を対象とし，プレート運動等の定常的な地殻変動の影響を除くた

め，それらが時間に線形なトレンドと仮定して推定し，除去したものを残差とした．図-2 に，姶良

VLBI 観測局の地心三次元直交座標（X,Y,Z）の残差を例として示す．この図から，三次元直交座標に

おける各成分の残差に系統性は見られないが，2cm を超える比較的大きな残差を生じているセッショ

ンが 1 割程度含まれている．そこで，その原因として EOP 誤差が関係するのではないかとの仮説を立
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て，誤差と残差の対応を調べることとした．  

 

図-1 IERS による，地球姿勢パラメータ「EOP 08 C04」の日々の誤差 

極運動(x,y),歳差・章動(dψ,dε),UT1-UTC の５パラメータについて，2001 年～2002

年の 2 年間分を表わす．  

 

図-2 姶良VLBI観測局の線形トレンド除去後の地心三次元座標成分の残差 

  

VLBI 観測からの座標残差として三次元ベクトルの大きさをとり，EOP の各パラメータの誤差に対

し，相関，及び，誤差の大きさで区分したときの各区分における残差の RMS を調べた．一例として，

姶良 VLBI 観測局についての結果を示す．図-3 から図-5 は，それぞれ，UT1-UTC，極運動，歳差・章
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動の誤差との対応である．EOP 誤差と座標残差との間において，必ずしも明瞭な系統的性質は認めら

れない．他の観測局においても同様の結果となった． 

VLBI 観測による座標解の誤差要因としては，EOP の外にも対流圏遅延量の擾乱や時計歩度のゆら

ぎなど多数のものがあり，それらの複合的な結果が座標解の誤差として現れる．そのため，EOP の精

度以外の誤差要因が座標解に与える影響についても調査が必要と考えられる．  

 

4．結論  

地球上で局所的な観測網配置となる国内 VLBI 観測において，算出された座標の残差と EOP の誤差

との関連性をパラメータ成分ごとに調査した結果，両者には明瞭な関連が必ずしも認められなかった．

これは，VLBI による座標解には EOP 以外の誤差要因も多種多数あり，それらの複合的な結果が座標

解の誤差として現れていると考えられる．  

今後，VLBI 観測シミュレータを用いて EOP 以外の誤差要因も含めて人為的に誤差を与えた場合の

座標解の誤差応答について調べ，EOP の影響を定量的に評価し，その関連性を解明することを予定し

ている．  

 

  

図-3 姶良 VLBI 観測局における UT1-UTC の誤差と座標残差 

（左）地球姿勢パラメータ UT1-UTC の誤差と線形トレンドを除いた座標解の残差の分布 

（右）UT1-UTC の誤差を 5μ 秒ごとの区間に区切ったときの座標残差の RMS．  

 

  

図-4 姶良 VLBI 観測局における極運動の誤差と座標残差 

（左）地球姿勢パラメータの極運動の誤差と線形トレンドを除いた座標解の残差の分布 

（右）極運動の誤差を 50μ 秒角ごとの区間に区切ったときの座標残差の RMS．  
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図-5 姶良 VLBI 観測局における歳差・章動の誤差と座標残差 

（左）地球姿勢パラメータの歳差・章動の誤差と線形トレンドを除いた座標解の残差  

（右）歳差・章動の誤差を 50μ 秒角ごとの区間に区切ったときの座標残差の RMS．  

 

参考URL 

IERS 地球姿勢パラメータ 

EOP 08 C04  http://datacenter.iers.org/eop/-/somos/5Rgv/getMeta/214/eopc04_08_IAU2000.62-now． 

(accessed 31 Mar. 2014) 
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