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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 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．これは（独）産業技術総合研究所

の特定標準器により 200m 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

調査研究が続けられている． 

平成 26 年度は，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の全長 2000m の基線におい

て，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，EDM

観測の最良推定値と合成不確かさは，1999.9828±0.0014m，GNSS 観測の最良推定値と合成不確かさ

は，1999.9828±0.006m（EDM 観測の最良推定値を基準）と， GNSS 観測によって得られた距離に間

接的にトレーサビリティを持たせることができた（吉田，2014）．  

 

2. 基線を 400m に分割したことの妥当性の検証  

平成 24 年度にも同じ基線場で同様の観測を行なったが，その際の EDM 観測は，気象補正を行なっ

た上で，校正時と同程度の 200m 基線の観測を 10 基線分繋げることで 2000m の基線長を求めた．し

かし，昨年度の EDM 観測は，観測日数の制約から，基線測点間の距離を 2 倍の 400m に拡張し，400m

基線の観測を 5 基線分繋げることで 2000m の基線長を求めたので，基線分割距離の違いによって差が

生じていないか検証を実施した．  

平成 24 年度の観測結果では，EDM 観測と GNSS 観測の観測手法間に無視できない差異が認められ

ていたが，資料を改めて確認したところ，EDM

観測のとりまとめに不手際があることが判

明したので，検証するにあたって再計算を行

なった．  

その結果，2000m の基線全体の最良推定値

は，200m 基線を繋いだ場合も 400m 基線を

繋いだ場合も較差が 1mm 未満と，ほぼ同じ

表 1 距離の比較（単位は m） 

 
基線測点

最良推定値

(H24、200m刻み)

最良推定値

(H25、400m刻み)
差

0～400 399.9699 399.9745 -0.0046
400～800 400.0695 400.0651 0.0044

800～1200 399.9975 399.9944 0.0031
1200～1600 399.9057 399.9098 -0.0041

1600～2000 400.0396 400.039 0.0006

基線全体 1999.9822 1999.9828 -0.0006

図 1 つくば菱形基線場と基線測点  
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値となっていたが，200m 基線を繋いで 400m にした場合と，直に 400m を測った場合とで比較してみ

ると，基線測点間の距離の較差がプラス方向にもマイナス方向にも最大 4mm 程度あった（表 1）．   

EDM 観測は正確に基線測点の上に設置して行ったので，ここまで大きな差が出ることは考えにく

い．唯一の原因として，基線測点自身が前後に動いたことが考えられる．この調査研究用基線場は河

川の堤防上にある河川管理用道路脇に設置しているため，そもそも地盤が強固ではないことと，基線

測点も木の杭の上に鋲を打った簡便な物であるので，杭自体の変形も考えられる．これらのことから，

この基線場で 1 年後の EDM 観測結果を比較するには問題があると考えられ，基線分割距離の妥当性

の検証は他の方法をとることにした． 

 

3. 菱形基線場を使用した基線を 400m に分割したことの妥当性の検証  

そこで，国土地理院内にあるつくば菱形基

線場で 200m 基線を繋いで 400m にした場合

と，直に 400m を測った場合とで比較するこ

とにした．  

つくば菱形基線場は国土地理院構内に設置

してある距離比較基線場である．基線測点は

5 点存在し，基線は 10 本ある（図 2）．基線測

点はいずれも堅固な構造物であり，専用の小

屋内に設置されている．その台座の上面中央

には所定の穴が空いており，整準台の下部ね

じ穴にアタッチメントを取り付けることで，容

易に整準台を置くことができ，簡単に作業が行えるようになっ

ている（図 3）．これは，測量機器（整準台）を設置する際に，

設置による誤差を最小にするための工夫でもある．  

比較には，平成 26 年度 4 月に実施したつくば菱形基線場の改

測時の資料を使用した．基線測点 1，3，5 は設置についてその

直線性が保たれているとして，以下のようにして，200m 基線を

繋いで 400m にした場合と，直に 400m を測った場合の基線 1－

3 の基線長D1−3，標準不確かさuC_1−3，および拡張不確かさU1−3

を求めた．なお，包括係数 k は 2 を採用している．  

 

【200m 基線を繋いで 400m 基線を求める】  

D1−3 = 200.0018 + 200.0022 = 400.0040m 

uC_1−3 = √0.00022 + 0.00022 ≒ 0.0003m 

U1−3 = kuC_1−3 = 2 × 0.0003 = 0.0006m 

 

【直に 400m を求める】  

D1−3 = 400.0036m 

uC_1−3 = 0.0004m 

U1−3 = kuC_1−3 = 2 × 0.0004 = 0.0008m 

 

図 2 つくば菱形基線場と基線測点  

 

図 3 基線測点への整準台の設置  
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直接計測した基線長D1−3の値は 400.0036m であり，基線を繋げて求めた値と-0.0004m の差があ

った．この差の発生要因については機器の設置誤差や気象補正誤差が考えられるが，基線長D1−3

の値，400.0036m は，200m 基線を繋いで 400m 基線を求めた時の拡張不確かさ 400.0040±0.0006m

の中に入っている． 

よって 200m の長さにおいて国際標準とのトレーサビリティが確保されている EDM を使用した

400m の測定値は，トレーサビリティがあると判断した．  

 

4. EDM と GNSS 測量機を比較観測することが可能な長距離基線場の選定  

国土地理院がつくばに所有する 10km の長距離 GNSS 基線場にトレーサビリティを持たせるために

は，同じように 400m 基線の観測を繋ぐことで全体の基線長を求める必要があるが，この基線場は建

造物や地形が障害となり，端点間を見通すことはできない．このため，まず，トレーサビリティが証

明された 10km 程度の別の基線場で GNSS 測量機にトレーサビリティを持たせ，その測量機で，つく

ばの長距離 GNSS 基線場を測り，最終的にトレーサビリ

ティを持たせるという方法が考えられる．  

この方法を実施するには，新たな基線場を開設する必

要があるため，10km の長い距離を見通せる可能性が最

も高い北海道で調査を行った．場所は，事前に航空レー

ザーの標高データと地理院地図から，地形の平面性や基

線の直線性が期待できる以下の３カ所を選定し，現地調

査をおこなった．  

 

候補地ａ：南幌町・南十五線付近  

候補地ｂ：美唄市・二十一線付近  

候補地ｃ：オトンルイ風力発電所沿い  

 

候補地ａ（南幌町・南十五線付近）は，思いのほか交

通量が多い上に歩道が無い箇所があるため，安全確保の

観点から基線場に適していなかった．また電柱で見通し

が確保できない箇所や，道路が曲がっている箇所があっ

たことも適さないと判断した一因となった．  

候補地ｂ（美唄市・二十一線付近）は，交通量は少な

いうえに歩道もあり，電柱などの視通を遮る物もあまり

なかったが，水路を横切る際に土手が視通を遮る箇所が

数カ所あり，10km 基線のうち，視通を確保できるのは

長くても 4km 弱であった．  

候補地ｃ（オトンルイ風力発電所沿い）では，道路は

ほぼ水平で，平面性は抜群であったが，思いのほか交通

量が多い上に，歩道があったのは風力発電所寄りの 2km 

弱の部分のみであり，安全確保の観点から基線場に適し

ていなかった．道路を外れた部分は何もない原野で，地

図４ 調査地域 

 

図 5 候補地ａ（南幌町・南十五線付近） 

 

図 6 候補地ｂ（美唄市・二十一線付近） 

 

 

-12-



面がでこぼこしているため，基線場の設置は困難と考え

られる．また，道路は直線に見えても 4km おきにカー

ブしている箇所があり，直線性の問題もあった．この候

補地を調査した日は雷雨であったので，ほとんどの基線

測点設置予定箇所で簡易経緯儀とハンディーGNSS 測

量機を使用した計測ができなかった．そのため，自動車

の距離計と双眼鏡を併用して，基線の直線性と見通しを

判断した．  

事前に選定した３カ所の調査結果が芳しくなかったの

で，当初予定には入っていない場所についても，簡易経緯儀で基線の端と端を見通す方法で調査した．

数カ所調査し，このうち候補地ｄ（栗沢町・南十三線付近），候補地ｅ（栗沢町・東三号付近），候補

地ｆ（美唄市・十六線付近） の調査結果が良好であったが，5km 以上の視通は確保できず，最長で約

4km であった．他の場所では，歩道が無く観測の安全が確保できない，道路の起伏が大きいなどの理

由で基線場に適していなかった．  

広大な北海道にあっても，様々な障害により，直線的かつ隣接する基線測点の視通が確保できるよ

うな 10km の直線基線を整備できないことを考えると，国内に必要な条件の基線場を開設するのは不

可能ではないかと思われる．トレーサビリティの調査を実施する基線場については，別の考え方を用

いて，長い基線長を得る方法を考える必要がある． 

 

5. 今後の研究方針 

現状では、EDM と GNSS 測量機を比較観測することが可能な 10km 程度の長距離基線場の整備は困

難であることを踏まえ、まずは、1～2km 程度の基線長で、EDM と GNSS 測量機の比較観測が永続的

に可能な短距離基線場の整備を考えたい．以前使用していた高岡の基線場は、道路工事により基線測

点間の視通が確保できない状態になっているからである．  

それに先立ち、来年度は、国土地理院内に設置されている菱形基線場の 200m 基線 400m 基線におい

て得られた気象補正後の観測結果が、季節、天候等によって変化が無いか検証を実施しようと考えて

いる． 
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図 7 候補地ｃ（オトンルイ風力発電所沿い） 
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地磁気時空間モデルの改良に関する研究開発  

 

         

実施期間 

測地部物理測地課 

平成 26 年度 

阿部 聡  宮原 伐折羅 

 

1. はじめに  

物理測地課では，日本全国の磁場分布を図にした磁気図を作成し，公表している．地磁気各成分（偏

角，伏角，全磁力，水平分力及び鉛直分力）を表した磁気図は，1970.0 年値の作成・公表以来 10 年

周期で更新されており，最新版は 2011 年公表の 2010.0 年値である．2010.0 年値作成に合わせて行わ

れたニーズ調査の結果，磁気図の更新間隔を地磁気世界モデルと同様の 5 年周期にしてほしいとの要

望が多く寄せられたため，今後は 5 年周期で更新することとなっている．磁気図 2010.0 年値の作成に

は，新たに開発された地磁気時空間モデルを採用しているが，次回以降の磁気図作成においては，1997

年以降に設置された地球電磁気連続観測装置のデータも組み込むこととしているため，モデルの改良

を行うとともに，必要なモデル評価を行った． 

 

2. 研究内容  

2.1 地磁気時空間モデルの概要  

磁気図 2010.0 年値は，磁気図 1970.0 年値をベースとし（基準エポックを 1970.0 年に固定），40 年

間の変化量を計算する手法を採用している．この際，40 年間分の地磁気連続観測データ（以後「連続

観測データ」という．）が必要となるが，鹿野山測地観測所など 5 点分しか存在しない．そのため，主

成分分析を応用して，連続観測データを複数の一等磁気点において推定する手法を採用している．主

成分分析により，連続観測データを全国共通の時間変化項（以後「時間関数」という．）と，場所によ

って異なるその重み（以後「空間関数」という．）の積の和として表現する．隔年観測を行った一等磁

気測量の成果と比較することにより，当該一等磁気点の場所における空間関数を推定し，時間関数と

合成することで連続観測データを推定する．最終的には空間関数を空間的に展開（推定）することに

より，任意の場所における空間関数を推定することを可能とし，時間関数と合成することで任意の場

所の連続観測データが得られるようにする．なお，連続観測データを得るのは全国約 100 点の一等磁

気点と，約 750 点の二等磁気点においてである．ある時間で切り取れば，全国各地の磁気点上の磁場

のモデル値を得ることができ，そのモデル値からグリッドデータを作成し，段彩図を描けば磁気図と

なる．これが地磁気時空間モデルの概要である．  

磁気図 2015.0 年値の作成では，基準エポックを 2000.0 年に固定することによって，地球電磁気連

続観測装置の連続観測データを活用する．一等磁気点の隔年データから連続観測データを推定する手

法はとらず，ただ主成分分析によって重みを空間展開するのみである．3 年以内に観測を実施した一

等磁気点観測結果は，年値に化成したそのものをモデル値として扱うこととする．つまり，時空間モ

デルによって作成するモデル値とは異なり，直接観測結果からモデル値を推定することとする．  

改良を加えた手法においては，①主成分分析を用いたモデル化精度，②モデル値のグリッド化にお

ける精度，の 2 点について検証を行う必要がある．  

2.2 主成分分析の検証について  

 改良したモデルについては，連続観測データのみを用いて主成分分析を行う．複数の連続観測デー

タを主成分分析にかけ，全点共通の時間関数と，各点固有の空間関数を抽出する．これは，主成分分
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析を応用した自然直交基底法（例えば，Fujiwara et al.，2001）と呼ばれる手法である．j 点（φ j，λ j）

における i 成分の連続観測データを Hi，全点共通の k 番目の時間関数を Tk，j 点における i 成分の k

番目の空間関数を Xi
kとすると，  

    
k

jj

k

i

k

jji XtTtH  ,)(,,  

と書くことが出来る．添字の k は入力データセットの数だけ展開され，寄与率の高い方から第一主成

分，第二主成分，・・・と呼ぶ．Xi
k を緯度経度の式で近似することが出来れば，任意の場所での連続

観測データが推測できる．この空間関数の近似には，二次関数が適当であるとの結論が得られており

（石倉ほか，2009），以下の式で表す．  

     22
,   k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i EDCBAMX  

ここで
37  ，

138  であり，M は定数，A から E は係数を表し，最小二乗的に求め

られる．  

 空間関数近似における精度も考慮する必要があるが，その後時間関数と合成して連続観測データを

推定するため，合成後の連続観測データの精度を検証することとする．磁気図作成の際には年平均値

を用いるが，今回は日平均値を用いてデータの時間分解能を向上させた．なお，これは一等磁気点の

年値への化成も見込んでおり，ある 1 日の平均値から連続観測データを推定する手法の評価でもある．

使用したデータは，国土地理院の観測所 3 点及び地球電磁気連続観測装置 10 点と，気象庁の観測所 3

点に加え，東京大学地震研究所の観測所 1 点の合計 17 点である．使用データ期間は 2007 年から 2013

年の 7 年分であり，XYZ の 3 成分ベクトルデータを使用した．3 成分それぞれを主成分分析にかけ，

それぞれでモデル値を推定する．精度評価のため，一個抜き交差検証（LOOCV）を行なった．これは，

ある一点の連続観測データを除いてモデルを作成し，除いた点の磁場のモデル値を計算する．その上

で除いた点のオリジナルデータと比較することで，モデルの精度を検証する手法である．7 年分のデ

ータを復元し，7 年分のデータと比較する．評価は二乗平均平方根誤差（RMSE）を計算することで行

った．LOOCV は点の分だけ行うことが出来るので，最終的に 17 個の RMSE が計算される．主成分分

析の精度としては，この 17 個の RMSE の平均値を計算することで求める．  

2.3 グリッド化の検証について  

 グリッド化については地磁気時空間モデルとは別のところにあるが，段彩図を作成する点や，グリ

ッドデータを地磁気値計算サービス等にも使用していることから，精度検証は必要不可欠である．磁

気図 2010.0 年値の場合は，グリッド化に Generic Mapping Tools（GMT）の surface スプライン法（Smith 

and Wessel, 1990）を用いているが，今回は GMT4.4.0 から追加されたグリーン関数を用いたスプライ

ン法（greenspline 法）についても検討を行った．これは，グリッド化を行うデータセットにおける個々

のデータ値やそのデータ勾配を利用することにより，データ空白域を補間する際に現れる不必要な発

振を抑える効果があり，グリッド化の際に生じうるノイズの低減が期待できる．Greenspline において

は複数のスプライン法が選択でき，最小曲率スプライン（Sandwell, 1987）や，テンション付き正則化

スプライン（Mitasova and Mitas, 1993）などが選択できる．今回はこれらのスプライン法それぞれに

おいて，どのスプライン法が適当かを判断するために LOOCV によるデータの再現性の検討を行い，

最適なスプライン法の精度検証を行った．再現性の検討については，グリッド化するデータセットか

ら 1 点を抜いてグリッド化し，除外した点のグリッド化後の値を，周囲のグリッドデータからバイリ

ニア補間によって求め，元の値と比較する手法を採用した．ただし，再現できないからといってグリ
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ッド化手法が不適当とは必ずしも言えない．なぜなら再現が難しい点は「特異点」であり，データ間

隔以下の空間波長を持った変化であるとも考えられるからである．そのため，LOOCV による再現性

の検討においては，特異点を除き，周囲の点と調和的な場合の点の再現性の程度を評価した．なお，

全 850 点のデータに対し，1 点を抜いてグリッド化を行う場合，膨大な計算時間が掛かるうえ，ある 1

点の影響が遠方のデータに影響を与えることは考えにくい．そのため，日本を 4 つの区域に分けて

LOOCV による比較を行うこととした．  

 

3. 得られた成果  

3.1 主成分分析の検証結果  

まずは主成分分析を用いたモデル化において，採用する主成分の数を決定する必要がある．三成分

をまとめて主成分分析を行なうよりも，独立に行なった方が各成分のシグナルを精度よく抽出するこ

とができるため，三成分独立に行うこととした．この場合も LOOCV によりオリジナルデータとモデ

ル値を比較し，RMSE を計算する．使用する主成分を徐々に増やしていき，それぞれで RMSE を計算

する．RMSE の変化量が一定の閾値を下回った場合，主成分の追加による改善が収束したと判断し，

それ以前の主成分までを最適なものとして採用することとする．これも入力点分だけのデータが得ら

れるので，使用点の半数以上が収束した主成分を採用することとした．その結果，X 成分は第 2 主成

分まで，Y 成分は第 2 主成分まで，Z 成分は第 1 主成分までを採用することとなった．その上で主成

分分析の精度検証として，全点に亘り LOOCV を行い，XYZ 三成分に加えてベクトル合成した全磁力

F のオリジナルデータとモデル値の RMSE を計算した．17 点分計算し，平均値をモデルの精度として

考える．その結果を表-1 に示す．  

 

表-1 主成分分析の精度 

 X 成分  Y 成分  Z 成分  全磁力 F 

RMSE 3.26 nT 3.74 nT 3.80 nT 3.65 nT 

 

三成分のみを使用して作成したモデルの RMSE は，各成分ともに 4nT 以下となり，ベクトル合成し

て作成した全磁力の RMSE も同様に 4nT 以下となった．以上により，主成分分析の精度としては 4nT

以下という良好な結果が得られた．  

 

3.2 グリッド化の検証結果  

 最適グリッド化手法の検討として LOOCV を行い，定量的評価を行うべく各スプライン法に対する

RMSE を計算した．特異点を除く基準としては，一定の閾値（磁気図の等値線間隔の 4 分の 1）を設

け，スプライン法を変更しても閾値以下に改善されない点を特異点と判断している．結果の一例（北

海道地区）を，表-2 に示す．なお，表中の T はテンションを表す．  

表-2 から，従来用いてきた surface スプライン法よりもグリーン関数スプライン法がよりよい結果

を示していることが明らかである．グリーン関数スプラインの中でも，テンションを与えた正則化ス

プラインの結果が最も RMSE が小さく，ほとんどの成分においてテンションが 0.02 の場合が最もよい

結果を示している．なお，他の地区においては全ての成分で正則化スプラインのテンション 0.02 の場

合に RMSE が最も小さくなる結果が得られた．以上により，グリーン関数スプラインの正則化スプラ

インのテンション 0.02 の場合が最適なスプライン法であると判断した．  

 

-16-



表-2 北海道地区における各スプライン法による再現性の評価結果  

スプライン法  

 

RMSE 

surface 

グリーン関数スプライン  

最小曲率  

スプライン  

正則化スプライン  

T=0.02 T=0.03 T=0.04 

偏角 D（′）  2.22 1.12 0.62 0.69 0.78 

伏角 I（′）  1.87 1.15 0.67 0.64 0.66 

全磁力 F（nT）  26.14 13.11 7.65 8.64 9.63 

水平分力 H（nT）  18.54 10.25 5.97 7.03 6.81 

鉛直分力 Z（nT）  31.38 16.51 8.53 9.46 10.86 

 

 この結果を踏まえて，グリッド化の精度を決定する．モデル値全てを用い，最適なスプライン法で

グリッド化を行い，グリッド化後のデータから入力点の値をバイリニア補間によって計算し，単純差

を採る手法を採用した．評価は RMSE を計算することで行った．その結果を表-3 に示す．  

 

表-3 最適なスプライン法による磁気図のグリッド化精度  

 偏角 D 伏角 I 全磁力 F 水平分力 H 鉛直分力 Z 

RMSE 0.73′  0.77′  11.73 nT 6.75 nT 14.47 nT 

 

表-3 のとおり，偏角と伏角では 0.8 分程度，全磁力，水平分力及び鉛直分力では 15nT 以下という結果

が得られた．このことから主成分分析の精度よりもグリッド化精度の方が低い結果となった．  

 

4. 結論  

磁気図 2015.0 年値の公表へ向けて，地磁気時空間モデルの改良と精度評価を行った．精度評価は主

成分分析によるモデル化と，段彩図を作成する場合のデータ群のグリッド化に対して行い，それぞれ

4nT 以下，15nT 以下という結果が得られた．モデル値は 4nT 程度の誤差を持ち，段彩図を作成すると

さらに 15nT 程度の誤差が加わる，ということである．次回の磁気図作成時にはこの手法において精

度評価を行い，精度を明示した磁気図の作図が可能となることが期待される．  

 

参考文献  

石倉信広，篠原將人，嵯峨諭，根本悟，石原操（2009）：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１年次）－磁気図の作成に使用する地磁気モデルの選択－，平成 20 年度調査研究年

報． 

FUJIWARA, S., T. NISHIKI, H. SHIRAI, H. HAMAZAKI, and V. P. GOLOVKOV (2001): Modeling the daily 

mean values of regional geomagnetic total field changes in Japan, Earth Planets Space, 53, 69 -73. 

MITASOVA, H., and L. MITAS (1993): Interpolation by regularized spline with tension: I. Theory and 

implementation, Math. Geol., 25, 641-655. 

SANDWELL, D. T (1987): Biharmonic spline interpolation of Geos -3 and Seasat altimeter data, Geophys. Res. 

Lett., 14, 139-142. 

SMITH, W. H. F. and P. WESSEL (1990): Gridding with continuous curvature splines  in tension, Geophysics, 

55, 293-305. 
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重力基準網の高度化に関する研究（第 9 年次） 

 

実施期間 平成 18年度～平成 26 年度 

測地部物理測地課 吉田 賢司   宮﨑 隆幸 

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，国土地理院は JGSN71 に整合する日

本の重力基準として日本重力基準網 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）．国土地理院はこれ以降も相対重力測量を継続し，1993

年には絶対重力計 FG5を導入し，1997年には FG5 の観測と整合する日本重力基準網（JGSN96）を公表した．

JGSN96 の精度は JGSN75より１桁向上し，0.01mGal とされている（測地部，1997）．さらに，JGSN75 に準

拠する全国約 14,000 点の二等重力測量成果を JGSN96 に結合する試みが進められたが，データ整理，結合計

算に要する作業量が膨大なためいまだ実現されていない． 

これらを踏まえ，本研究では最新の重力データを反映し，東北地方太平洋沖地震後の重力分布も反映した

新しい日本重力基準網（JGSN2013）の構築を行うと共に，過去の二等重力成果を整理して JGSN2013へ結合

することを検討している． 

 

2. 重力基準網の構築手順 

 JGSN2013の構築は次の手順で行った． 

① 絶対重力観測の結果から全国の基準重力点約 30点の重力値を決定する． 

② 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 170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．ただし，

東北地方太平洋沖地震の影響があった地域は地震後の最新のデータを用いる． 

③ 同一観測点での JGSN75 成果値と JGSN2013 成果値の差分を空間的に補間する手法を開発し，JGSN75

成果値を JGSN2013成果値へ整合させることにより二等重力測量成果を結合する． 

 

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の統計処理方法の開発  

② 網平均計算手法の改良とそれを適用した計算 

③ 網平均計算結果の評価 

 

4. 得られた成果 

① 基準重力点の絶対重力値の統計処理方法の開発  

 絶対重力測量では観測時の周囲の振動や温度の変化などに起因して異常な観測値（以下「はずれ

値」という．）を観測することがある．はずれ値は重力のシグナルとは関係のないノイズで，その後

のデータ統計処理に悪影響を及ぼすため，観測データから取り除く必要がある．  

 国土地理院ではこれまで，はずれ値を判定するアルゴリズムとして独自の基準を設け，絶対重力
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測量データを処理してきた．しかしこのアルゴリズムは処理の簡便性を重視して統計学的手法を恣

意的に取り入れたものであるため，妥当性を理論的に説明することが難しい． 

 そこで今回，これまで用いていたアルゴリズムを改良し，統計的検定の手法の一つとして広く使

用されている分散分析を応用してはずれ値を判定するための手法を新たに開発した．このはずれ値

判定手法は絶対重力測量の特性を反映して微調整することで，統計的に有意な採用値を旧来より多

く取得できる傾向があるため，より確からしい絶対重力値を算出できると期待される．  

 

② 網平均計算手法の改良と改良手法を適用した計算 

 重力データの網平均処理を行う方法は一意ではなく，重力計の物理的・統計的特性としてどのようなも

のを想定するのかによって当てはめるモデルが異なり，計算結果もモデル毎に異なる値が得られる．この

ようなモデル選択の問題に対して，国土地理院では以下の二つの方針により最適なモデル選択を図った． 

・ある特性に対して，それをモデルに組み込むべきか否かは観測データから決定する． 

・モデルに組み込むべき特性に対してどのような数学モデルを採用すべきかをベイズ情報量規準（BIC）を

使用して決定する． 

このような方針に基づき，試作した 20 個の異なるモデル毎に網平均計算を実施して BIC により最適と

考えられるモデルを選択した．最適化されたモデルとは各ラコスト重力計に対してドリフト係数を１個，

周期誤差係数を 10 個，スケールファクターを 2 個推定するものであった．この最適なモデルを使用して網

平均計算を実施したところ各観測点の標準偏差でおおむね 10μGal 以内を達成していることが確認された． 

 

③ 網平均計算結果の検証 

  各点の標準偏差は採用したモデルと入力データがどれだけ整合するかを表しているに過ぎない．

新しい観測を実施した場合に，今回網平均計算で算出した重力値が得られるかどうかを評価するに

は，網平均により算出した標準偏差とは異なる尺度を用いた評価が必要である．  

  今回このような評価として交差検定（LOOCV）を実施した．これは入力データセットのうちの一

つのデータを除外して網平均計算を実施し，除外した元のデータと算出された計算値との差を計算

する手順をすべてのデータに対して行うことでモデルが外部データを表現しうるかどうか評価する

もので，評価の結果は全データの標準偏差の形で表す．計算の結果，各点の重力値は標準偏差 12μ

Gal 程度のばらつきで整合することが確認された．これは JGSN2013 の目標精度 10μGal には若干

及ばないが，重力観測の際に基準として用いるには概ね満足できる結果である．  

 

5. 結論と今後予定 

 JGSN2013 の統計処理を見直し，重力計や重力データの振る舞いへの最適化を図ることによって内

部精度評価で概ね 10μGal 以内，外部精度評価で 12μGal を達成する JGSN2013 の基準・一等網を構

築した．今後は二等重力測量成果を JGSN2013 系へ整合させる手法を開発する予定である．  

 

6. 参考文献 

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

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. 

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 10 年次) 

－離島における新たなジオイド・モデルの構築とその精度評価－ 

 

実施期間  平成 17 年度～  

測地部物理測地課  小島 秀基  根本  悟 

伊藤 純一   宮原 伐折羅 

 

1．はじめに  

国土地理院は，GNSS 測量による３級水準測量に相当する標高の決定を可能とするため，高精度な

ジオイド・モデルを構築し，従来のジオイド・モデルと比べて測量成果との整合性が大きく向上した

モデル「日本のジオイド 2011」（Ver.1）を一部離島を除く全国について平成 26 年４月に公表した．  

平成 26 年度は，残る離島についても同様に新たなジオイド・モデルを構築した．平成 27 年度のは

じめには，新たなモデルを追加した全国のモデルを「日本のジオイド 2011」（Ver.2）として公開する．  

 

2．研究内容  

離島のジオイド・モデルの構築は，最新の日本の重力ジオイド・モデル JGEOID2008 を基盤とし，

こ 

れを島ごとに GPS 測量による楕円体高成果と水準測量による標高成果から求めた実測ジオイド高と

整合するよう調整することで行った．調整方法には，１）実測ジオイド高と JGEOID2008 との差（ジ

オイド高較差）の分布を一定値で表現するバイアス法，２）ジオイド高較差の分布を一様な傾斜平面

で表現する平面補正法，３）ジオイド高較差の分布をハワイ大学が開発した Generic Mapping Tools

（GMT）のグリーンスプライン補間プログラムで推定した面で表現する GMT 法を用いた．実測ジオ

イド高データが少ない場合には，傾斜平面などで近似することができないため，１）を用いた．離島

の多くは，面積がそれほど大きくないことから島内でのジオイドの傾斜は複雑ではなく，ジオイドの

空間的な分布の性質を考えると，一様な傾斜平面で表現する２）の手法が妥当とであると判断し，基

本的には２）の手法を用いることとした．しかし，離島の面積が大きい，実測ジオイド高データにな

んらかの空間的なバイアスがあるといった場合には，２）を用いると実測ジオイド高とジオイド・モ

デル値との差が大きくなることから，３）の手法を用いた．  

今回ジオイド・モデルを作成したほとんどの離島では，測量法第十一条三に基づき島ごとに標高基

準が定められている．このため、異なる標高基準に基づいた島のジオイド･モデルは，それぞれ分けて

構築することが望ましい．今回のジオイド・モデル作成では島内の標高の整合性を重視し，隣接する

離島との距離が短く分割が困難な場合を除き，標高基準が異なる島は可能な限り分けてジオイド・モ

デルの構築を行った．   

実測ジオイド高を求める際に必要な観測点の楕円体高は，GPS 解析の固定点となる電子基準点が

2004 年に全点で楕円体高の測量成果を改定しているため，2004 年以前に計算された測量成果について

は，すべて楕円体高を再計算した．また，国土地理院が独自に検定を行って作成したアンテナ位相特

性モデルを GPS 解析の固定点となる電子基準点に適用して GPS 解析を行った．  

 

3．得られた成果  

実測ジオイド高と構築したジオイド・モデルによるジオイド高との残差の度数分布及び残差の標準
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偏差などを次ページに示す．度数分布の各区間については，例えばゼロの区間は残差が -0.5cm より大

きく 0.5cm 以下の値に対応する．実測ジオイド高と構築したジオイド・モデルによるジオイド高との

残差の標準偏差は 1.31cm で、０cm を中心に正負にほぼ等しく分布しており，目標とした整合性であ

る標準偏差２cm 以下を達成している．これにより，離島を含めた全国において測量成果との整合性が

従来のモデルよりも大きく向上したジオイド・モデル「日本のジオイド 2011」（Ver.2）が完成した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左図：実測ジオイド高とモデルによるジオイド高との残差の度数分布及び残差の統計量 

右図：喜界島のモデルと観測値の残差の分布（平面補正法で作成）． 

 

4．結論  

離島のジオイド・モデルを新たに追加した「日本のジオイド 2011」（Ver.2）を構築し，離島域では

標準偏差 1.3cm で測量成果と整合するモデルを構築した．このモデルを公表することで，離島を含む

全国において GNSS 測量による３級水準点相当の標高決定が可能となり，測量作業のさらなる効率化

が期待される．  

 

参考文献  

兒玉篤郎・森下遊・宮原伐折羅・河和宏・海老名賴利・黒石裕樹（2013）：新しいジオイド・モデル「日

本のジオイド 2011+2000」の構築  －中国・四国・九州地方におけるジオイド・モデルの改定－，国

土地理院，124 集，73-84． 

檜山洋平・山際敦史・川原敏雄・岩田昭雄・福崎順洋・東海林靖・佐藤雄大・湯通堂亨・佐々木利行・

重松宏実・山尾裕美・犬飼孝明・大滝三夫・小門研亮・栗原忍・木村勲・堤隆司・矢萩智裕・古屋

有希子・影山勇雄・川元智司・山口和典・辻宏道・松村正一（2011）：平成 23 年（2011 年）東北地

方太平洋沖地震に伴う基準点測量成果の改定，国土地理院，122 集，55-78．  

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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干渉 SAR 成果の利用拡大に関する研究開発（第 1 年次） 

 

 

実施期間  平成 26 年度～平成 30 年度 

測地部宇宙測地課  森下 遊   山田 晋也 

 

1. はじめに  

近年のSARデータの蓄積や解析技術開発を背景に，干渉SAR時系列解析手法の一つであるPersistent 

Scatterer Interferometry（以下「PSI」という．）という手法が広く用いられるようになった．SARデー

タ本来の空間分解能を維持しつつ，従来の差分干渉SARよりも高い計測精度で変動を検出でき，構造

物監視など新たな分野への利用も期待されている．平成26年度にはALOS-2及びSentinel-1といった新

たな高性能SAR衛星が相次いで打ち上げられ，今後ますます利用可能なSARデータの増加が見込める

ことから，さらなる利用用途・事例の多様化が期待できる．  

PSI を地盤沈下監視の効率化などの事業に利用するためには，どの程度の変動であれば検出可能で

あるのかを把握しておく必要がある．しかし，これまでに実施されてきた PSI の地上観測データとの

比較による精度検証は，主に多量の観測データが存在する C バンドや X バンドによるものであり

（Crosetto et. al., 2008），L バンドの事例は少なかった．また，比較対象の地上観測データは，鉛直方

向のみの水準測量や低密度な GNSS 観測データが多かった．そこで本研究では，L バンド及び C バン

ドのデータを使用して，高密度に GNSS 連続観測が実施されている高精度比高観測点（以下「H 点」

という．）と比較することにより，PSI の精度検証を実施した．  

 

2. 解析地域，データ及び解析手法  

解析対象地域は，H点が設置されている静岡県御前崎市と

その周辺である（図-1）．当該地域は，東海地震の前兆すべ

りによる地殻変動が発生する可能性があるとされており，

地震計やひずみ計などによる観測網が高密度に展開されて

いる．H点は，国土地理院が1999年に観測を開始した，全25

点のGNSS連続観測点である（河和・菅，2000）．点間距離

は約1kmであり，世界でも有数の観測密度となっている．

また，H点以外にもGEONET観測点（機動観測点含む）が

10km以下の点間距離で設置されており，日本国内の他の地

域よりも高密度な分布となっている．  

ALOS及びRADARSATの計4つのデータセットを使用し

て，StaMPS/MTI（Hooper et. al., 2012）ver.3.2.1を独自に改

良したソフトウェアによりPSI解析を実施した（表 -1）．解

析の過程で，GEONET観測点における変動量（H点は含まない）を使用して軌道残存縞の補正を実施

した．ALOSデータに対しては，数値気象モデルを使用した対流圏誤差低減処理（小林ほか，2014）

を適用した．また，以下では時空間フィルタ（3.5参照）を適用していないものを最終結果としている．  

 

 

 

5km 

GEONET 観測点 

高精度比高観測点（H 点） 

図-1 解析対象地域と GNSS 連続観測点

の分布 
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表-1 解析データセット一覧 

名前 AA AD RDF RDS 

衛星 ALOS RADARSAT 

波長 23.6cm (Lバンド) 5.6cm (Cバンド) 

軌道方向 北行(A) 南行(D) 南行(D) 南行(D) 

観測モード FBS/FBD Fine Standard 

入射角 39° 44° 22° 

空間分解能 
4m×9m (FBS) 

    ×17m (FBD) 
6m×10m 6m×32m 

観測期間 
2007/01/15 
2011/01/26 

2006/10/16 
2010/09/11 

2004/04/22 
2007/03/14 

2004/07/23 
2007/01/21 

データ数 
24 

(FBD:11) 
19 

(FBD:1) 
23 20 

 

3. 解析結果  

3.1 衛星-地表間距離平均変位速度  

全データセットで共通して南東部ほど衛星-地表間距離（以下「LOS」という．）伸長となる結果が

得られた（図-2）．これはGNSS連続観測や水準測量など，他の地上観測データと調和的である．北行

軌道のAAでは変位速度が小さいが，西向きの変位がLOS短縮となり，沈降のLOS伸長を打ち消すため

である．  

御前崎市の一部の地域では，空間スケールが1km以下で変動速度が1cm/yr以上の局所的なLOS伸長も

捉えられた．これは地盤沈下を表している可能性がある．  

 

 

 

-7.7cm 4km 

-20 20 0 

LOS 平均変位速度(mm/yr) 

図-2 (左 4 つ) 各データセットにおける LOS 平均変位速度．丸印及びその色は GNSS 連続観測点の位置及

び GNSS 連続観測による平均変位速度を LOS 方向に投影したものを表す．破線丸内は局所的な LOS

伸長が見られた地域．(右)GNSS 連続観測点における 2004 年 1 月から 2011 年 1 月までの 7 年間の変

位量． 

衛星進行方向  

電波照射方向  

1cm 

固定局(98H023) 

水平 

上下 
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3.2 PS点の分布密度  

PS点の分布密度は土地利用条件によって大きく異なっ

た（表-2）．市街地においては高密度（200～1500点 /km2）

であり，SARの波長にはあまり依存せず，SARの空間分解

能にほぼ反比例した．山間部では市街地に比べてかなり低

密度で，SARの空間分解能が同程度の場合，Lバンドの方

が高密度であった．これは，波長が長いほど植生の影響を

受けにくいことを反映していると考えられる．  

これらのことから，空間分解能が高いほどPS点密度が高く，植生地域においては波長が長いほど優

位であるといえる．  

 

3.3 個々のPS点の計測誤差 

個々のPS点の計測誤差を推定するため，各H点の周囲30点のPS点のLOS変位量の標準偏差を観測日

ごとに計算した．この程度の範囲であれば，広域的な地殻変動や大気誤差の影響は無視でき，PS点の

LOS変位量には地盤沈下などの局所的な変動，PS点固有の変動及びその他ノイズの3成分のみが含まれ

ると仮定できる．計算できるLOS変位量の標準偏差はこれら3成分の標準偏差の二乗和平方根を意味し，

その他ノイズの標準偏差（=計測誤差）の最大値

とみなすことができる．  

結果は，ALOSで8～11mm程度，RADARSATで

1.5～3mm程度で，おおむね波長に比例した（図-3）．

位相分解能が同じであれば波長が短いほど長さ

の単位では高精度になることから，当然の結果で

あるといえる．また，この値は個々のPS点の1観

測データから得られる変動量の限界を示してい

る．このことから，個々のPS点の変動量に着目す

る必要がある構造物監視のような利用目的であ

れば，植生の影響も受けないこともあり，短い波

長が適していると考えられる．  

 

3.4 PS点空間平均後の計測誤差  

H点の周囲30点のPS点の位相変化量を平均し，

H点のGNSSによる3次元変位をLOS方向に投影

したものと比較した．GNSS側にも誤差が含まれ

るため，RMSEはPS側の誤差の最大値とみなすこ

とができる．変位量計算の固定局（23）から10km

以内のH点（13～22）におけるRMSEは，波長に

よらず4～6mm程度であった（図-4）．それ以上に

遠い点（1～12）では，大気誤差の影響を受けや

すくなるため，RMSEが増加する傾向が見られた． 

LOS平均変位速度を比較すると， RMSEで

表-2 PS点密度(点/km2)の比較． 

括弧内の数値はRDFに対する比． 

データセット  AA AD RDF RDS 

空間分解能比  1.2 1.6 1.0 0.3 

市街地 
1180 
(1.4) 

1443 
(1.7) 

840 
(1.0) 

210 
(0.3) 

山間部 
82 

(3.3) 
237 
(9.5) 

25 
(1.0) 

0 
(0.0) 

全体 
266 
(1.5) 

568 
(3.2) 

178 
(1.0) 

35 
(0.2) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

R
M

S
E
（

m
m
）

H点番号

AA

AD

RDF

RDS

0

2
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6
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12

14

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

標
準
偏
差
（

m
m
）

H点番号

AA

AD

RDF

RDS

図-3 各 H点の周囲 30点の PS点の LOS

変位量の標準偏差  

図-4 各 H 点における PS（周囲 30 点平均）

及び GNSS の LOS 変位量の RMSE 
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2mm/yr程度となり，ALOSでもRADARSATに匹敵する

一致が見られた（図 -5，表-3）．これらのことから，

ある程度の個数のPS点を空間的に平均すれば，波長

が長くても個々のPS点の計測誤差が低減され，広域

的な変動検出には適していると考えられる．  

 

3.5 時空間フィルタ  

StaMPS/MTI では，PS 点の抽出，アンラップ，DEM

誤差の推定の後，最後の解析処理ステップとして，

空間ローパス・時間ハイパスフィルタ（以下「時空

間フィルタ」という．）により，大気誤差を推定でき

る．大気誤差は空間的にある程度滑らかであり，時

間的にはランダムであるという仮定に基づいている．数値

気象モデルによる対流圏誤差低減処理（小林ほか，2014）

のような外部データを使用したものとは異なり，統計的な

処理であるため，実際の大気誤差や変動が仮定とは異なる

特性を持っていた場合，推定値に誤差が含まれてしまうお

それがある．  

ソフトウェアの初期設定（フィルタ長：空間 100m，時間 365 日）による時空間フィルタを適用し

たところ，南東部の変動が地上観測データよりも過小に推定された．フィルタを弱く（空間フィルタ

長を長く，時間フィルタ長を短く）すると，過小推定は解消された．フィルタ長の設定によって大き

く結果が異なり，実際の変動を反映しない結果にもなり得るため，時空間フィルタ適用の際は，適用

前の結果と比較するなど，十分な注意・検討が必要であることがわかった． 

 

4. まとめ  

L バンドと C バンドのデータを使用して PSI 解析を実施した．PS 点密度はデータの空間分解能が高

いほど高く，植生地域においては L バンドに優位性が見られた．個々の PS 点の計測誤差は L バンド

で 8～11mm 程度，C バンドで 1.5～3mm 程度以下で，おおむね波長に比例するため，構造物監視など

には短い波長が適していると考えられる．H 点との比較から，30 点を平均化した PS 点の計測誤差は

波長に依存せず，LOS 変位量で 4～6mm 程度以下，LOS 平均変位速度で 2mm/yr 程度以下であった．

これらのことから，ある程度の PS 点を空間的に平均すれば，L バンドでも C バンドに匹敵する精度

が得られるといえる．  

 

参考文献  

Crosetto, M., O. Monserrat, N. Adam, A. Parizzi, C. Bremmer, S. Dortland, R.F. Hanssen and F.J. va

n Leijen (2008): Validation of existing processing chains in Terra firma stage 2, http://www.pangeopr

oject.eu/sites/default/files/pangeo_other/TF_Validation_Project_Final_Report_23rd_May_2008.pdf (access

ed 17 Feb. 2015). 

Hooper, A., D. Bekaert, K. Spaans, M. Arikan (2012): Recent advances in SAR interferometry time series  

analysis for measuring crustal deformation, Tectonophysics, 514-517, 1-13. 

河和宏，菅富美男（2000）：高精度比高観測点（電子基準点）による東海地域の地殻変動監視について，

国土地理院時報，93，34-43． 

小林知勝，石本正芳，飛田幹男，矢来博司（2014）：SAR 干渉解析のための数値気象モデルを用いた

大気遅延誤差の低減処理ツールの開発，国土地理院時報，125，31-38．  

表-3 図5の相関係数及びRMSE 

データセット  AA AD RDF RDS 

相関係数 0.34 0.84 0.92 0.64 

RMSE 
(mm/yr) 

1.80 2.29 1.63 3.43 

図-5 各 H 点における PS（周囲 30 点平均）及

び GNSS の LOS 平均変動速度の散布図 
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アジア太平洋地域に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 度～平成 26 年度 

測地部宇宙測地課 山中 雅之   

 

1. はじめに  

アジア太平洋地域における地殻変動監視事業は，国連傘下の機関である国連地球規模の地理空間情

報管理に関するアジア太平洋地域委員会（UN-GGIM-AP）の調整・仲介のもと，アジア太平洋地域に

おける防災・減災計画を目的とした国際測地共同観測として平成 18 年度から実施している．この事業

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）．この時に使用した解析ソフトウェア Bernese5.0 は，

機能の制約上 IGS の解析で推奨される条件すべてに対応していなかった.そのため、平成 26 年度は定

常解析に Bernese5.2 を実装し，IGS が推奨する解析条件との整合を図った . 

 

2. 研究内容  

定常解析の結果は、IGS の解析センターである CODE の週値と解析結果を比較すると、長距離基線

では各成分において数 cm の差が見られ、特に東西成分において短周期のバイアスが見られる（鈴木・

宮原，2013）.この原因の一つとして、大気遅延推定の際に使用するモデルは、CODE 解析では、天頂

遅延は GPT，マッピング関数は GMF を用いているが，Bernese5.0 では，これらの高精度なモデルを使

用できないため、NIELL のマッピング関数を使用していることが考えられる . 

また、アジア太平洋地域のように数千 km におよぶ長距離基線から観測網が構成されている地域の

解析では，観測点間の距離の影響を受けない精密単独測位（PPP）による解析の方が解の再現性が向上

することがある（山中，2014）．そのため、Bernese5.2 を実装する際には、従来の基線解析だけでなく

PPP でも解析を実施できるよう改良した. 

 

3. 得られた成果  

解析ソフトウェアを Bernese5.0 から Bernese5.2 にアップグレードしたことにより、IGS が推奨する

高精度な補正モデル等を使用した定常解析や精密単独測位（PPP）による解析が可能になった .また、

Bernese5.2 で定常解析する基本的な解析戦略は従来の戦略を踏襲することとした .観測点網の構成等は

図-1 のとおりである.一方、Bernese5.2 で実装できる解析パラメータとして、表-1 のとおり設定を変更

した. 

 

表-1 解析の変更点 

 

項目 従来の定常解析 新たな定常解析 

対流圏遅延補正モデル NIELL VMF1 

電離層遅延補正 一次項のみ 高次項補正 

大気潮汐加重 なし Ray and Ponte モデル 
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図-1 GPS 観測点網  

 

4. 結論  

アジア太平洋地域の定常解析の解析ソフトを Bernese5.2 に変更した.今後、過去のデータの解析を行

い、精度評価を実施する予定である . 

 

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. 

山中雅之（2014）：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 25 年度調査研

究年報，24-26. 
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VGOS に関する研究開発（第 1 年次） 

 

実施期間  平成 26 年度  

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  和田 弘人 

 

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「VGOS（当初 VLBI2010，のち名称変

更）」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対応

の受信システムを用いて，①1mm 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．  

平成 26 年度は，昨年度末に石岡測地観測局（茨城県石岡市）敷地内に完成した石岡 VGOS アンテ

ナ及び移設した必要な観測機器類（フロントエンド，バックエンド，精密周波数標準装置等）の試験・

調整を実施した．また，VGOS 観測で必要となる，高速ネットワークを利用した e-VLBI 技術による

迅速な成果算出の研究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  石岡 VLBI 観測施設観測機器類の試験・調整  

平成 25 年度末に VGOS 対応アンテナが茨城県石岡市の石岡測地観測局に完成した．また，観測に

必要なフロントエンド，バックエンド，精密周波数標準装置（水素メーザー）等の観測機器類も移設

した．今年度は，これら各観測機器類の動作確認及び性能測定を実施した．その後，これらの装置を

局内のネットワーク経由で端末上から操作できるよう統合システムの導入及び調整を実施した．  

また，広帯域フィード及びトリバンドフィードを搭載しての実験観測及び既存観測局との相互位置

関係を推定するための 24 時間測地 VLBI 観測を実施した．  

 

2.2  つくば局における 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 26年度は，数年に 1度の間隔で定期的に実施されている 15日間連続キャンペーン観測 CONT14

の際につくば局－Onsala 局間で Ultra-rapid 実験を実施した．また，このほか定常の IVS-R1 観測にお

いても 2 回の同実験を行った．  
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2.3  広帯域データサンプリング技術を用いた広帯域観測  

昨年度後半，姶良局で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，地球姿勢パラメータを求めるための 24 時間観測（IVS-R1）を実施し，定常測地観測にお

ける有用性を示した．今年度も，姶良局で引き続き ADS3000+及び K5/VSI システムを用いて定常測地

観測を実施したほか，その他の観測局においても父島局で IVS-T2102 及び JADE-1502 の記録を，つく

ば局で従来の K5/VSSP32 システムと並行して JAXA-1501 セッションの記録を実施した．  

また，石岡局においても同装置を用いて VLBI 試験観測及び 24 時間測地 VLBI 観測のデータサンプ

リング及び記録を実施した．  

 

3. 得られた成果  

3.1  石岡 VLBI 観測施設観測機器類の試験・調整  

石岡 VGOS アンテナの受信性能の測定を実施した．受信性能の測定には従来観測用の S/X/Ka 帯ト

リバンドフィードと広帯域観測用 Eleven Feed を用いた．また，測定には Taurus-A, Cas-A, Virgo-A の

各電波星を用いた．  

トリバンドフィードを用いて X 帯（8.2GHz～9.0GHz）において Taurus-A を十字スキャンした結果

を図-1 に示す．電波星を捉えたときと外れたときの受信電力の比（Y ファクター）から，アンテナの

受信性能を計算すると，SEFD で 1,250Jy となった．この場合，システム雑音温度を 50K と仮定する

と開口効率が 77%となり，石岡 VGOS アンテナで採用された Ring focus 光学系の特徴である，高い開

口効率を確認した（表-1）．一方，S 帯については，約 1,700Jy という結果を得られたが，全体的に混

信がひどく，来年度以降は混信への対策が必要であることが判明した．  

観測機器類の試験・調整終了後の 2015 年 2 月に，石岡局を含む国内 VLBI 測地観測（JADE-1502

観測）を実施した．この観測には，国土地理院の所有する石岡局，つくば局，姶良局及び父島局のほ

か，情報通信研究機構（NICT）及び国立天文台の VLBI アンテナも参加した．この観測によって得ら

れたデータを相関処理，一次解析することで，つくば局－石岡局間の基線長を 16,606,289.7 ±2.0 mm

と算出することに成功した（暫定値）．  

 

 

図-1 X 帯において Taurus-A を十字スキャンした結果． 
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表-1 石岡及びつくばのアンテナ性能比較 

 石岡 VLBI 観測施設  つくば VLBI 観測局  

主反射鏡開口口径  13.2m 32m 

受信周波数  2～14GHz 2GHz, 8GHz 

光学系  Ring focus Cassegrain 

鏡面精度  ≦0.08mm (RMS) 0.14mm (RMS) 

開口効率（X/S 帯）  77% / 60% 50～60% 

最大駆動速度（Az/El）  秒速 12 度 / 6 度  秒速 3 度 / 3 度 

SEFD (X/S 帯) 1250 Jy / 1700 Jy 320 Jy / 360 Jy 

 

3.2  つくば局における e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測  

平成 26 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．2014 年 5 月 6 日から 21 日にかけて実施

された 15 日間連続キャンペーン観測 CONT14 においても，つくば局－Onsala 局基線で迅速処理が実

施された．この CONT14 観測の際には，スケジュールされた全 3262 観測中 3009 観測でデータ処理を

実施することに成功した（図-2）．この際，解析による解の算出までの平均待ち時間は 6 分 18 秒であ

った（図-3）．このように，長期間安定して迅速に地球姿勢パラメータを計測することが可能であるこ

とが実証された．この技術は連続観測と迅速な解の算出を目標とする VGOS に非常に有用であり，今

後もさらなるシステムの改良を実施していくことが重要である．  

 

3.3  広帯域データサンプリング技術を用いた広帯域観測  

昨年度から継続して定常的な測地 VLBI 観測に使用しているため，安定的な運用のノウハウを得る

ことができた．しかし，依然記録が不安定になる現象や観測データが欠損するなど時折トラブルが発

生している．来年度以降，石岡局におけるトリバンドフィードを用いた従来型システムとの並行観測

では，この装置を使用してデータのサンプリングと記録を行うため，今後も継続的な安定性の向上が

必要である．  

 

4. 結論  

観測機器類の試験・調整の結果，観測システムが確立され，定常的な測地 VLBI 観測に参加し他局

との基線長を算出することに成功した．来年度以降は，従来型システムとの並行観測を実施し，更な

る安定性の向上及び既存観測局との相互位置関係算出を目指すと同時に，広帯域観測化への開発を引

き続き実施する．また，e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測を継続し，VGOS 観測へ

の活用に向けて改良を行う．  
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図-2 CONT14 観測に併せて実施された Ultra-rapid 実験で得られた UT1-UTC の時系列． 

点が実験により算出された推定値，実線が予測値（Rapid Service/Prediction of Earth 

Orientation, finals2000A.daily）． 

 

 

図-3 CONT14 観測に併せて実施された Ultra-rapid 実験で解の算出までにかかった時間の割合（積算）． 

 

 

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. 

KOYAMA, Y., T. KONDO, M. SEKIDO and M. KIMURA (2008): Developments of the K5/VSI System for 

Geodetic VLBI Observations, IVS NICT-TDC News, 29, 15-18. 

福﨑順洋（2014）：「VGOS」対応アンテナの建設（その 3），2014 年度 VLBI 懇談会シンポジウム集録，

印刷中．  

KURIHARA, S. and T. HARA (2015): Tsukuba VLBI Analysis Center, International VLBI S ervice for 

Geodesy and Astrometry 2014 Annual Report, submitted.  

-31-



         

REGMOS の高度化に関する研究（第 8 年次） 

          

 

実施期間 平成 19 年度～平成 26 年度 

測地部機動観測課 古屋 有希子  上芝 晴香 

吉岡 貢  

 

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・改良・運用を行っている．平成 25 年度までに，太陽電池パネルや充

放電制御装置の改善，全磁力センサーや傾斜計など多項目の観測を可能とする総合制御装置（以下，

「RCL」という．）の開発，複数の衛星測位システムに対応した GNSS 受信ボードの採用等を行った．  

本研究では，更なる REGMOS の改良として，地上携帯電話を用いたデータ通信及び連続静止画像

取得が可能となるよう RCL の改造を実施したことについて報告する．  

 

2. 研究内容  

2.1 RCL の改造  

従来の RCL は，通信装置として衛星携帯電話を利用し，定期的（通常は 1 時間に 1 回）に国土地理

院内の FTP サーバを参照し，データ転送・本院からの命令取得を行っていた．また，RCL に接続され

たネットワークカメラによる静止画像撮影は，予め設定された時刻（通常は 1 日 1 回）に行っていた．

以上の RCL 機能についての改造を表-1 のとおり実施した．  

 

表-1 改造前 RCL と改造後 RCL の比較 

 改造前 RCL 改造後 RCL 

通信機器 衛星携帯電話 地上携帯電話（FOMA 網） 

通信プラン 従量制 定額制 

FTP サーバ参照頻度 0 時（JST）を起点とし 1・2・3・4・6・

8・12・24 時間毎の正時から選択 

5 分毎 

カメラ撮影 ＜定時撮影＞ 

・撮影時刻は 1 日 8 回まで設定可能 

・画像データは撮影後最初の FTP サーバ

参照時に転送 

＜定時撮影＞ →従来の機能も保持 

＜連続静止画像モード＞ 

・間隔は 10 秒・30 秒・60 秒から選択 

・モードは，開始後 12 時間連続で実行 

・モードは，途中停止可能 

・画像データは撮影後速やかに転送 

 

2.2 地上携帯電話パケット通信に対応  

 衛星携帯電話のみでなく地上携帯電話パケット通信が可能となるよう，RCL のソフトウェア改造を

実施した．また，㈱NTT ドコモ提供の FOMA サービスが利用できる通信モジュール・組込アダプタ

（HSP-Assist）・ルーフトップアンテナ，さらに組込アダプタへの電源供給装置を導入した．  
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2.3 連続静止画像撮影モードの追加と FTP サーバ参照機能の強化  

 ネットワークカメラによる連続静止画像撮影モードを付加するよう RCL のソフトウェアの改造を

行った．連続静止画像の撮影間隔は 10 秒・30 秒・60 秒から選択でき，モード実行中の画像データは

撮影後速やかに国土地理院の FTP サーバに転送される．また，モード実行の命令を速やかに現地

REGMOS 内の RCL に取得してもらうため，FTP サーバへの参照間隔を 5 分とした．  

 

3. 得られた成果  

3.1 通信装置の変更に伴うコスト削減  

 REGMOS は平成 27 年 2 月現在，全国 9 火山で 11 基運用しているが，このうち FOMA サービスエ

リア内の 4 基について，地上携帯電話対応 RCL を導入した（図-1）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 REGMOS 配点図 

 

 従来の衛星携帯電話を用いた場合と，新しい地上携帯電話を用いた場合とで，通信料の比較を行っ

た．結果，平穏時では，地上携帯電話（定額制プラン）を使用することにより，装置 1 基あたりの通

信コストが約 85％削減できた．  

 

3.2 連続静止画像  

地上携帯電話を導入した REGMOS のうち，ネットワークカメラが接続されている 2 基（M 富士御

庭 A・M 霧島山 2）において，連続静止画像撮影モードを実行した．結果，10 秒・30 秒・60 秒いずれ

の間隔でも正常に撮影され，FTP サーバへも特段支障なく転送された．また，モード実行時には，国

土地理院に転送された画像は常に最新のものが機動観測課内のモニターに表示されるよう設定を行っ

た．  

 

4. 結論  

地上携帯電話パケット通信が可能となるよう RCL の改造を施し，従来の衛星携帯電話を用いた方

法と比較して，通信コストの削減が図られた．また，ネットワークカメラを用いた連続静止画像取得

ができるよう RCL の改造を施し，火山周辺の様子がリアルタイムに近い状態で確認できるようにな

った．今後は，この画像を院内の関係者で広く共有していきたい．  
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火山変動測量による火山活動の研究（第 1年次） 

 

 

実施期間 平成 26年度 

測地部機動観測課 上芝 晴香  古屋 有希子 

安藤 久   針間 栄一朗 

 

1. はじめに 

 機動観測課では，GNSS火山変動リモート観測装置（REGMOS）や観測点間隔が広い電子基準点などの GNSS

連続観測では捉えることが難しい火山周辺の地殻変動を把握することを目的として，全国の活動的な 15火山

において火山変動測量（水準測量，GNSS 測量等）を概ね 5年周期で実施している．平成 26年度は，最近火

山活動が活発化している十勝岳及び樽前山において水準測量及び GNSS 測量を実施した．これらの観測結果

について解析を行い，2火山における三次元的，時系列的な地殻変動について検討した． 

 

2. 観測 

 十勝岳及び樽前山において表-1 のとおり観測を実施した．使用機材は表-2，GNSS 観測図は図-1 のとおり

である．十勝岳，樽前山ともに一部の水準点への GNSS 取り付け観測を実施した．樽前山地区において観測

期間中に地殻変動を伴う胆振地方中東部の地震（平成 26年 7月 8日，M5.6）が発生したが，検測により水準

測量の結果に影響がないことを確認した．  

 

表-1 観測期間と作業量 

  水準測量（期間，作業量） GNSS 測量（期間，作業量） 

十勝岳 今回 平成 26年 6月 28日～7月 14日，28km 平成 26年 7月 15日～7月 17日，3点 

※1点は観測不良 

前回 平成 18年 9月 18日～10月 4日，26km 平成 18年 9月 14日～9月 16日，8点 

樽前山 今回 平成 26年 6月 19日～6月 26日， 

7月 18日～7月 19日，19km 

平成 26年 7月 22日～7月 30日，11点 

※支笏湖北に設置した仮設点 1点を含む。 

前回 平成 19年 8月 23日～9月 4日，19km 平成 19年 9月 8日～9月 12日，10点 

 

表-2 使用機材（平成 26年度の観測） 

  使用機材 

水準測量 測器 SOKKIA SDL1X 

標尺 SOKKIA BIS30Aスーパーインバール 

GNSS 測量 受信機 Trimble R7 

アンテナ Trimble Zephyr Geodetic 
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図-1 GNSS観測図（左：十勝岳地区，右：樽前山地区） 

 

3. 解析手法（GNSS測量） 

 GNSS測量については，まず TOWISE/TBCにより放送暦を使用して解析し，観測データの品質を確認した．

その後，GAMIT/GLOBK で精密暦解析を実施した．水準測量との比較のため，十勝岳地区については水準測

量の固定点である準基 168に近い電子基準点「美瑛（940007）」を既知点，樽前山地区については水準測量の

固定点であるⅠ□7240 を既知点として解析を実施した．既知点の初期値は今回観測，前回観測とも前回観測

の値（十勝岳地区については電子基準点「美瑛」の F3 解，樽前山地区についてはⅠ□7240 の TOWISE/TBC

解析結果）とした． 

 

4. 結果 

4.1 十勝岳地区（平成 18年 9，10月～平成 26年 6，7月の約 8年間の変動） 

 水準測量の結果及び GNSS 測量の結果を図-2及び図-3 に示す．水準測量では準基 168を固定したとき，十

勝岳山体側で 10mm 程度の沈降傾向ではあるものの，顕著な地殻変動は観測されなかった．GNSS 測量につ

いては，電子基準点「美瑛」を固定したとき，水平変動ではⅡ□10774，Ⅱ□10778 及び電子基準点「上富良

野（970787）」で十勝岳から遠ざかる方向に変動が見られる．GNSS 測量で観測されたⅡ□10774 に対する「上

富良野」の 30mmの上昇は水準測量では観測されておらず，両者の結果に矛盾が生じている． 

4.2 樽前山地区（平成 19年 8，9月～平成 26年 6，7月の約 7年間の変動） 

 水準測量の結果及び GNSS 測量の結果を図-4 及び図-5 に示す．図-4 において観測点“tr～”は北海道大学

の水準点であり，二等水準路線上に設置されているものである．水準測量ではⅠ□7240を固定したとき，樽

前山山体側で沈降傾向ではあるものの，顕著な地殻変動は観測されなかった．GNSS 測量については，平成

26年 7月 8日に発生した胆振地方中東部の地震（M5.6）に伴う地殻変動の補正を実施している．各観測点に

おける補正量は，国土地理院ら（2014）が推定した震源断層モデルパラメータを使用し，地理地殻活動研究

センターが提供する地殻活動観測データ総合解析システム（INCA）で推定した．水平変動ではⅢ△風不止と

Ⅰ△樽前岳で，互いに遠ざかる方向に変動が見られた．一方で，上下変動ではⅢ△風不止は隆起，Ⅰ△樽前

岳は沈降の傾向を示している．なお，Ⅲ△樽前山の水平変動については周囲の観測点の変動傾向と大きく異

なり，胆振地方中東部の地震の影響を完全に補正できていない可能性がある．上下変動については，観測域

において西側で隆起，東側で沈降の傾向が見られるものの，火山性のものと考えられる顕著な地殻変動は検

出されなかった．なお，Ⅱ□10510 は GNSS 測量で 4mm の沈降であり，水準測量の結果と整合的であった． 
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5. 検討 

5.1 十勝岳地区 

 GNSS 解析では電子基準点「美瑛」に対し，Ⅱ□10774 が 18mm沈降、電子基準点「上富良野」が 12mm上

昇しているが，この上下変動は水準測量では観測されていない．前回観測期間と今回観測期間の F3解を比較

（保守等のオフセット補正済み）すると「上富良野」の上昇は見られないことから，Ⅱ□10774 の沈降及び

「上富良野」の上昇は、解析に用いた電子基準点の保守等によるオフセットが影響している可能性がある． 

 また，水準路線が一方的な上り路線である本地区では、前回観測と今回観測の気候差によりレフラクショ

ン誤差が大きく異なり，結果として変動量に影響している可能性がある． 

5.2 樽前山地区 

 樽前山地区における GNSS 測量では，火山性のものと思われる顕著な地殻変動は検出されなかった．GNSS

観測時の上空視界は，Ⅰ□7240 及びⅡ△勇振で低仰角（～30°）に樹林や建物の影響が若干見られる以外，

良好であった．Ⅲ△樽前山は，近傍のⅠ△樽前岳と変動ベクトルが大きく異なっている．そのため，Ⅲ△樽

前山のすぐ脇にある M 樽前山 A の，海岸沿いの電子基準点「苫小牧（950136）」「白老（950139）」に対する

変動を F3解で確認したところ，今回得られた解析結果と整合的であった． 

 

6. まとめ 

 十勝岳地区，樽前山地区において水準測量及び GNSS 測量を実施した．観測，解析の結果，どちらの地区

においても火山性のものと考えられる顕著な地殻変動は検出されなかった．GNSS 観測について，従来は観

測域を取り囲む電子基準点 3～4点を既知点として精密暦解析を実施するが，今回は水準測量の結果との比較

のため，1 点のみを既知点として固定する方法で解析を実施した．なお，水準測量と GNSS 測量をより正確

に比較するためには，水準測量の固定点で GNSS 測量を実施するのが望ましい．また，水準測量は観測誤差

を軽減するため、観測時期をそろえるのが望ましい．今後の火山変動測量においても，観測時期の検討，上

空視界や地盤の状況を踏まえた観測点の選点，解析方法の検討などを慎重に行いたい． 

 

参考文献 

国土地理院，気象庁（2014）：胆振中東部の地震（7月 8日 M5.6）の震源断層モデル（暫定），第 266 回地震

調査委員会資料，国土地理院，6． 

 

 

図-2 水準測量の観測結果（十勝岳地区） 
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図-3 GNSS測量の解析結果 変動ベクトル図（十勝岳地区） 

 

  

図-4 水準測量の結果（樽前山地区） 

 

 

 

図-5 GNSS測量の解析結果 変動ベクトル図（樽前山地区） 
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自動測距測角装置の高度化に関する研究(第６年次) 

 

実施期間 平成 21 年度～平成 26 年度 

測地部機動観測課 澤田 正典  古屋 有希子 

上芝 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．斜距離の観測値は，観測局舎

近傍に設置した気象計で測定した気圧と気温の値

を用いて，気象補正式に基づいて補正している．

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，日中においては斜距離に比

例して増幅される誤差の存在が確認されている． 

 

2．研究内容 

観測された斜距離の気象補正に用いる気温測定

値の検証を目的として，国土地理院構内において，観測局舎に設置しているものと同等の自然通風型の気象

計と，強制通風型の気象計との比較実験を行った．また，昨年度に構築した無線気象装置における強制通風

機能を強化する改造を施し，その上で観測局舎の自然通風型の気象計の近傍に無線気象装置を設置した．無

線気象装置から得られた気温のデータに基づいて気象補正係数を算出し，斜距離の測定値に対して気象補正

を行い，日中に見られる斜距離の測定値のばらつきの効果の有無を調べた． 

 

3．得られた成果 

3.1 気象計の検証と無線気象装置の改良 

 国土地理院本院の構内において，自然通風型

の気象計と強制通風型の気象計の測温性能の比

較試験を行った．結果，自然通風型の気象計で

は強制通風型の気象計と異なり，実際の気温の

変化を測定値に反映できないことがわかり，器

械局においてより正確に気温の測定を行う場合

は強制通風型の気温測定装置が望ましいと判断

した．そこで，昨年度構築した無線気象装置に

おいて通風管の口径をそれまでの 40mm から

7mmまで絞り込むことで通風管内の風速を大き

く引き上げる改造を行い，改造を行った後の無

図-1 器械点（観測局舎）とミラー点の配置 

観測局舎 
■器械点 

●ミラー点 

1000m 

図-2 3 機種の気温センサの計測値比較 
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線気象装置と，機器検定等に使

用している隔測通風乾湿計

（TAH-1 型）と，自然通風型の気

象計をそれぞれ比較した（図-2）．

結果，改造後の無線気象装置は

自然通風型の気象計と比較する

ならば隔測通風乾湿計（TAH-1

型）で捉えた実際の気温の変動

に沿った測定値を得られること

がわかった．なお，無線気象装置

で使用している測温センサおよ

び隔測通風乾湿計（TAH-1 型）は

恒温槽における標準温度計との

比較検定の結果，0.1 度以内で測

定値が一致することを確認済み

である． 

 

3.2 現地試験観測 

平成 26 年 9 月下旬，観測局舎

の自然通風型の気象計の近傍

に，改造後の無線気象装置を設置

し，現在まで連続観測を継続して

いる．無線気象装置から得られた

気温の値を器械点の気温とし，気

象補正係数を求め，斜距離の測定値に対して気象補正を適用したが，日中に見られる斜距離の測定値にはば

らつきが見られ，斜距離の測定精度の改善に至らない様子が明らかになった(図-3)．  

 

4．結論 

今年度は，日中の斜距離の測定値に見られる大きなばらつきが，器械点で使用している自然通風型の気象

装置における気温測定誤差に起因するものと想定してその軽減もしくは解消を試みたが，結果として実現に

至らなかった．またミラー点において正確な気温を測定するためには通風ファンの駆動時間を長く確保する

必要があり，その分に見合った電力を安定して自立供給できるだけの無線気象装置への改造が要求されたが，

今年度はその電力供給部分の改造を実現できず，ミラー点における気温を測定できなかった． 

次年度は，無線気象装置に対して通風ファン用電源の自立電源化等幾つかの改造を施し，構内において試

験運転を行った後，現地の幾つかのミラー点において改造後の無線気象装置を設置し，現地の気象要素をよ

り正確に測定して斜距離の測定値に見られるばらつきの原因を解明し測量誤差を軽減もしくは解消する試み

を続ける．さらに，伊豆大島の気象条件等との関連も調査対象とし，より実用的な改善策を提案したい． 

図-3 気象補正後の各ミラー点の基線長の変動（左軸，目盛幅 2cm）． 

折れ線グラフは気温（右軸，℃） 

※M8(8 番ミラー)はデータなし． 
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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３年次) 

 

実施期間  平成 24 年度～平成 26 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 25 年度，観測中の電子レベルに加わる時間的な傾斜変

化の大きさと，コンペンセータのヒステリシス特性に起因して発生する測量誤差との関係を明らかに

する目的で試験観測を行い，静的な環境下においては 6″/分を超える傾斜変化速度が電子レベルに加わ

ると測量誤差の発生が懸念されることを明らかにした．今年度は夏季および冬季において，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時間的な傾斜変化を精密傾斜センサによって測定する

試験観測を実施した．  

 

2. 研究内容 

直射日光による水準測量用三脚変形に伴う三脚天

板の傾斜変化を測定するため，角度にして 1″程度

の精度で傾斜角を測定できる性能を持つ Jewell 

Instruments 社の提供する Tuff Tilt S P/N 98033-02 と

いう高精度な傾斜センサを用いた．試験対象として，

精密基盤傾動測量で使用可能なライカ社製水準測量

用三脚を選択した．そして可能な範囲で実際の水準

測量で行われる水準測量用三脚への器械手の操作を

再現しながら，三脚天板の時間的な傾斜変化を計測

した．三脚の脚材には測温センサを設置し，三脚天

板の傾斜変化と脚材の温度変化との対応を調べ，三

脚天板の傾斜発生のメカニズムを探った（図-1）．ま

た，直射日光の強度は気象条件の変化に伴い大きく

変化するため，簡易的な照度センサを用いて直射日光の強度を計測しながら夏季および冬季において

それぞれ複数日の試験観測を行い，得られた観測データの中から直射日光の強度がおおむね安定して

いた時間帯に得られた観測データを抽出する形で，その季節における日中全体の観測データを得た． 

 

3. 得られた成果 

直射日光による水準測量用三脚変形に伴う三脚天板の傾斜変化は，日中のどの時間帯であっても夏

季よりも冬季において著しく発生し，冬季においては 6″/分を超える傾斜変化速度が多く記録された．

また測温センサから得られたデータからは，日向側の脚材全体の温度上昇と日陰側の脚材全体の温度

低下及び，脚材単体における日向側の温度上昇と日陰側の温度低下が捉えられた．このことから，脚

材には伸縮に加えて反り返るような変形も発生し，こういった脚材の伸縮及び変形が三脚天板におけ

る傾斜変化の原因として考えられた．（図-2）（澤田，2015）．  

 

 

図-1 水準測量用三脚に取り付けた温度セン 

サ，傾斜センサの位置及び，傾斜センサ  

の出力値の正負の向き． 
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4. まとめ 

直射日光による水準測量用三脚変形に伴う三脚天板の傾斜変化量は，太陽高度との関連が強いと考

えられる．水準測量作業における観測中の水準測量用三脚の脚材は，常に地面に対して斜めに角度を

持って設置されるが，太陽高度が低い場合，幾何学的な関係により脚材に対して直射日光が垂直に近

い角度で照射しやすくなる．日本では冬季において日中の太陽高度が低くなることから，直射日光に

よる水準測量用三脚の変形に起因する三脚天板の時間的な傾斜変化は冬季に大きく発生し，これとコ

ンペンセータのヒステリシス特性が組み合わさって発生する測量誤差も冬季において発生しやすいと

考えられる．  

今年度までにおいて，直射日光による水準測量用三脚の変形に起因する三脚天板の時間的な傾斜変

化と，コンペンセータのヒステリシス特性が組み合わされることで，季節に依存した系統的な測量誤

差が発生する証拠を捉えた．得られた結果を基にして，実際の水準測量においてどの程度の大きさの

測量誤差が懸念されるのかについて試算を行った．また，アルミ蒸着マット等を遮蔽材として水準測

量用三脚に巻き付け，直射日光から脚材を防護した条件下において試験観測を行い，三脚天板の傾斜

変化が軽減される様子を捉えた（澤田，2014）． 

今年度実施した試験観測は，傾斜センサの取り扱い等に関連して技術的に困難な部分が多かったこ

と，気象条件等に左右される要素を多く含んでいたことから，サンプル数を増やすことが非常に難し

かった．次年度は春季や秋季における試験観測を追加しながら全体のサンプル数を増やす予定である． 

電子レベルの器械特性は調査対象が広く，現時点では全体像を把握できていない．次年度は外的振

動環境の変化がコンペンセータのヒステリシス特性に与える影響の有無，レフラクション誤差の有無

等について検証を進めながら，水準測量の精度面における信頼性の更なる向上を実現したい．  

 

参考文献  

澤田正典(2015)：電子レベルの器械特性に起因する水準測量誤差の調査，国土地理院時報，127 

澤田正典(2014): 電子レベルの器械特性及び関連項目の調査，測地部技術報告．  

図-2 夏季（左図）および冬季（右図）に得られた観測結果のグラフ． 

「Ａ」値 ＝ [1-2] - [1-1] + [2-1] - [2-2]  ※[1-1]，[1-2]，[2-1]，[2-2]は，図-1 で示した 

「Ｂ」値 ＝ [1-2] + [1-1] - [2-1] - [2-2]    測温センサの各プローブで測定した温度の値． 

※実際の水準測量に準じた三脚の操作を，1 測点あたり 5 分及び 2.5 分のタイムテーブルで実施． 

三脚天板の傾斜角度

照度

「A」値

「B」値
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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 15 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 13 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 10 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 8 年次） 

VLBI による高度測地観測に関する共同研究（第 1 年次） 

 

 

 実施期間  平成 12 年度～平成 26 年度（国立天文台）  

 平成 14 年度～平成 26 年度（情報通信研究機構）  

 平成 17 年度～平成 26 年度（筑波大学）  

 平成 19 年度～平成 26 年度（宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所）  

 平成 26 年度（大阪府立大学）  

 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  和田 弘人 

 

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，宇宙航空研

究開発機構宇宙科学研究所（以下，JAXA/ISAS という．）及び大阪府立大学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 26 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と維持，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）を平成 8 年より実施している．この JADE 観測には，国立天文台の VERA 水

沢局，VERA 石垣島局が国際基準座標系上での正確な位置の把握を目的として，それぞれ平成 14 年，

平成 18 年から参加している．同様に，NICT の鹿島 11m 及び 34m 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．また，これらの局は国際 VLBI 事業（IVS）の地球基準座標系維持を目的

とした観測 IVS-T2 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．  

加えて，つくば VLBI 観測局が停電のため急遽観測に参加できなかった，dUT1 を求めるための

Intensive 観測 IN214-298，299（平成 26 年 10 月 25，26 日（UT））において，鹿島 34m アンテナがそ

の代替を務め，迅速な地球姿勢パラメータ（EOP）の算出に貢献した．  

また， 平成 26 年に新たに設立されたアジア・オセアニア VLBI グループ（AOV）によって 2015 年

以降開始する観測等今後の測地観測に関する情報交換を実施した．  
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表-1 平成 26 年度の各アンテナの観測実績  

（Ts: つくば，Ai: 姶良，Cc: 父島，Vm: 水沢，Vs:石垣島，Kb: 鹿島 34m，K1: 鹿島 11m，Kg: 小金井） 

観測名  参加局  観測名  参加局  

T2096 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, K1, Kg JD1410 Ts, Ai, Cc, Vm, Kb, K1, Kg 

JD1405 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg T2100 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg 

T2097 Ts, Ai, Cc, Kb, K1, Kg T2101 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, K1, Kg 

JD1407 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg JD1501 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg 

T2098 Ts, Ai, Cc, Vm, Kb T2102 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg 

T2099 Ts, Ai, Cc, Vm, K1, Kg JD1502 Ts, Ai, Cc, Vm, Vs, Kb, K1, Kg 

 

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 26 年度は，国土地理院  

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-1501 を平成

27 年 1 月 9 日（UT）に実施した．また，昨年度末に実施した JAXA-1403（平成 27 年 3 月 13 日（UT））

セッションの解析を行い，つくば局－臼田宇宙空間観測所 64m アンテナ間の基線長等を推定した．  

また，JAXA で行われた臼田測地観測に関する報告会に出席し，今後の測地観測について情報交換

を実施した．  

 

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, JAXA/ISAS，大阪府立大学との共

同研究）  

昨年度後半，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．この際，NICT の協力

の下，従来のシステムに代わり NICT, JAXA/ISAS 及びコスモリサーチ株式会社が開発した広帯域観測

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．）を用いて観測を実施し，定常測地観測における有用性を示した．姶良局では，本年

度の最初の観測（IVS-T2096）中に従来のシステム（K5/VSSP）が故障したため，ADS3000+及び K5/VSI

システムに運用を切り替え，その後の観測を継続することが可能となっている．また，記録ソフトの

安定性向上について情報交換を行い，定常的な運

用における信頼性の向上に向けて改良中である．  

加えて，JAXA-1403 セッションにおいてつくば

局及び臼田局において双方で ADS3000+及び

K5/VSI 記録装置を用いた同時並行観測を実施し，

従来型観測システムとの整合性を確認した．  

また，新十津川 VLBI 観測局に設置されていた

3.8m アンテナを大阪府立大学構内に移設し，広帯

域受信システムの測地 VLBI 観測への応用に関す

る研究のための環境を整えた（図-1）．  

 
図-1 設置された旧新十津川 3.8m アンテナ 
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2.2.2 光結合による大学連携 VLBI 観測（国立天文台及び筑波大学との共同研究）  

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．また，国立天文台を中心として筑波大学をはじめ茨城大学，山口大学，北

海道大学等各大学及び関係機関が連携し，大学連携 VLBI 観測事業を実施している．平成 26 年度は，

筑波大学の運用によりつくば局は 11 回（X 帯 9 回，K 帯 2 回）の大学連携 VLBI 観測を実施した．  

 

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-2 に示す．  

得られた解析結果から，日本周辺の各プレートの運動

を詳細に知ることができる．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．南西諸島にお

ける VLBI 観測点はこの VERA 石垣島局しかなく，継続

的な観測データは貴重である．また，同じ北米プレート上

の各観測点でも，つくば局，VERA 水沢局，NICT 鹿島局

及び JAXA/ISAS臼田局で異なる移動速度ベクトルを持っ

ていることが分かる．  

このように，共同研究協定締結機関の各 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可能となる．  

また，このような測地観測によって各観測局の位置を

精密に算出することで，遅延時間測定の高精度化による

時刻比較技術の高度化や電波天体の現象解明に貢献す

る． 

 

3.1.2 JAXA 観測  

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及び一次解

析を実施し，つくば VLBI 観測局と臼田宇宙空間観測所 64m アンテナの基線長を表-2 のように推定し

た．臼田局において帯域外の P-CAL が漏れ込み位相誤差が大きくなる問題が発生したが，当該チャン

ネルにマニュアル P-CAL 処理を施し，全チャンネルを使用して解析を実施したため，良好な結果を得

ることができた．局位置の高精度な推定は，宇宙探査機の軌道決定等に必要不可欠である．  

 

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  

NICT と運用方法の検討及び向上した記録ソフトウェアを使用したことで ADS3000+及び K5/VSI シ

ステムをより安定的に運用することが可能となった．具体的には今年度姶良局で実施したすべての観

図-2 測地 VLBI 観測データの解析から得ら

れた日本周辺の各 VLBI 観測局の移動速度ベ

クトル（ただし，平成 23 年東北地方太平洋沖

地震及びそれに付随する余効変動の影響は除

く．） 
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表-2 つくば局－臼田宇宙空間観測所 64m アンテナ間の基線長 

セッション 観測日時（UT） 基線長（mm） 誤差（mm） 

JX1101 2011/1/29-30 155,442,524.64 3.42 

JX1201 2012/1/11-12 155,442,992.57 1.69 

JX1403 2014/3/13-14 155,443,021.01 3.29 

 

測，父島局での T2102 及び JD1502 で使用したほか，JAXA1501 においてつくば局でも K5/VSSP32 シ

ステムと並行して記録を行った．しかし，JAXA1501 セッションにおいてつくば局での記録が不安定

な現象が発生し，父島局においてもデータストレージサーバの不具合によって観測データが欠損する

など時折トラブルが発生した．来年度以降，石岡局におけるトリバンドフィードを用いた従来型シス

テムとの並行観測ではこの装置を使用してデータのサンプリングと記録を行うため，今後も継続的な

安定性の向上が必要である．  

また，JAXA-1403 セッションにおいて臼田局で発生した P-CAL 問題に対しては，LO 周波数の変

更によって解決することがわかったため，今年度実施した JAXA-1501 セッションではそのようにし

て対応した．  

 

3.2.2 光結合 VLBI 観測  

筑波大学のアンテナオペレーションにより，国立天文台を中心とする大学連携 VLBI 観測事業に参

加し，11 回（X 帯 9 回，K 帯 2 回）の大学連携 VLBI 観測を実施した．観測結果は相関，解析処理さ

れ，電波源の位置や構造等の把握に役立てられる．  

 

4. 結論  

平成 26 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

を用いた観測を昨年度に引き続いて実施した．また，JAXA-1403 セッションにおいてつくば局及び臼

田局において広帯域データ記録装置を用いた同時並行観測を実施した．その結果，従来型観測システ

ムとの整合性及び安定性向上のためのノウハウを蓄積することができ，広帯域データ記録装置を用い

た定常的な測地 VLBI 観測の実用性を確認することができた．来年度以降も石岡局で定常的な運用を

行うため，引き続き安定性向上のための継続的な研究開発が必要である．  

 

4. 参考文献  
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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２年次） 

 

 

実施期間         平成25年度～平成26年度 

測地部          土井 弘充  大滝 修 

後藤 清  

測地部計画課       三和 功喜  

測地部測地基準課     小門 研亮  豊福 隆史 

山下 達也  

地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室  

中島 秀敏  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，平成22年度から平成23年度末（一部研究

は平成24年度も実施）まで産学官による共同研究を実施し，場所情報コード発行・管理システム及び

場所情報コード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を作成し

た．これにより，場所情報コードを利用する環境が整ったことから，場所情報コードを実際の位置情

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月から平成27年3月まで産学官による「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」を実施した． 

 

2. 研究内容  

平成26年6月の追加公募により，第2年次は12の学校法人・企業等（図-1）の参加による共同研究を

実施した．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  

 

場所情報コードを発行した地点に関する情報は，平成26年1

月31日から「場所情報コード閲覧システム」より提供してきた

が，より多くの利用を促進するため，平成26年10月から新たに

API(Application Programming Interface)の提供を開始するととも

に，位置情報基盤整備のためのガイドラインの更新及び場所情

報コード閲覧システムの改良を実施した．  

また，上記研究（２）の一環として東京都環境局多摩環境事

務所と協力し，多摩地域の自然公園内にある約1,200か所の案内

大学 1 大学  

学校法人自治医科大学  

 

民間 11 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  

株式会社トミス 

株式会社 IRO 

株式会社日立システムズ 

 

図-1 共同研究参加機関・企業等 
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標及び説明板に場所情報コードを発行し，新たにシステムを構築することなく地理院地図で標識を管

理できるようにした．また、このうち高尾山周辺の38箇所の案内標に場所情報コード書き込んだQR

コードを貼付し，スマートフォン等で現在地を表示できるようにした．（図-2）（図-3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 得られた成果  

本共同研究は，「場所情報コード」を活用した位置情報サービス分野のモデルケースによる実証と今

後の場所情報コードの運用に関する検討を行い，以下の成果が得られた．  

 

（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  

① 障がい者支援の道案内  

場所情報コードを発信するICタグを道路に埋設し，「ことばの地図」サーバとの連携を図り，

位置情報を認識させることによる視覚障がい者等の正確かつ安全な誘導について検証．  

② IMES（Indoor Messaging System）送信機への場所情報コードの適用  

・IMES送信機に設定変更用のNFC（Near Field Communication）を内蔵し，場所情報コードをリー

ド・ライトする機能を追加． 

・レーザー距離センサを用いた屋内の座標決定手法を検討．  

（２）場所情報コードの公物管理への応用に関する研究  

① 森林空間における場所情報コードの利活用について  

・通信事情の悪い森林空間において，位置を特定するための情報として場所情報コードの設置方

法や利用方法の検証を実施． 

・地図や森林情報等を取り込んだタブレットやスマートフォンと現地に設置した ICタグやQRコー

ドを連動させた運用方法の検証．  

② 場所情報コードを用いた公物管理の適用性調査  

・既存の公物管理点検システムと場所情報コードAPIと連動させたことで，容易に街路灯の住所・

名称情報を取得でき既存システムの高度化が図れた． 

③ 基準点と案内板による情報提供  

・国土地理院構内にある基準点（三角点，水準点，電子基準点）に場所情報コードを格納したNFC

タグなどを用いた案内板と場所情報コード閲覧システムとの連動による情報提供を実施．  

図-2 登山者がスマートフォンの衛星測位機能を 

使わなくても自分の位置が地形図上で確認できる 

図-3 場所情報コード閲覧システムの利用で様々な  

  公物の管理が地理院地図上で簡便に行える 
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④ マンホールへの応用（図-4）  

・上下水道用マンホールの蓋に場所情報コー

ドを書き込んだICタグ（UHF帯）を埋め込

み，専用端末により場所情報コードや水道

施設の管理に必要な情報を読み込むことに

より，従来方式より利便性の高い公物管理

に応用できることを確認．今後，地図表示

管理システムと連動することにより水道設

備の保守や管理を効率的に実施できる効果

がある．さらに災害時には現地の地理に不

案内な救援・支援体による迅速な情報収集

と復旧支援に活用が期待される．  

 

（３）場所情報コードの運用に関する検討及び効果検証  

① 災害時における避難誘導  

場所情報コードを格納したNFCタグをスマートフォンで読み取ると近くの避難場所を提示し，

誘導できることを検証．  

② 地域医療データバンクでの利活用  

公共施設でのIMESの導入方法の詳細について検討を実施し，熊本県天草市での地域医療バンク

を活用した地域医療システムにおける場所情報コードの利用について検討．実証実験では患者の

屋内外での行動(位置)，時刻，医療情報等を屋外ではGPSなどの衛星測位，屋内ではIMESにより

それぞれ把握し，この行動（位置）を地図上で特定する際における場所情報コードの利用につい

て検証．  

 

4. 結論  

平成26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

して検討した．これにより，場所情報コードの位置情報サービスへの応用について様々な知見や活用

事例を得ることができた．今後，実利用に結び付けるため，屋内外ナビゲーションや公物管理等での

利用場面において，引き続き場所情報コードを簡易に安心して利用できる環境を整備するとともに，

場所情報コードの利用促進を図りたいと考えている． 
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