
基線場におけるトレーサビリティに関する調査研究（第 6 年次）

実施期間 平成 22 年度～平成 27 年度 

測地部測地基準課  井上 渉

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．これらは国立研究開発法人 産業技術総合研究所の特定標準器により 200 m の長さにお

いて国家計量標準（国際標準）とのトレーサビリティを確保するための校正がなされているが，校正

は，屋内の安定した気象条件下において実施されているため，主として屋外での作業となる測量にお

いてトレーサビリティを適用することについて調査研究が続けられている．

これまでも国土地理院（2006）により観測時間帯に因らずに安定した結果は得られるとされてきた

が，年間を通じて日没前後の観測について季節変化を含め議論できる資料は収集されていなかったこ

とを踏まえ，本調査研究は実証を目的に実施したものである． 

2. つくば菱形基線場

比較基線場とは複数の基線測点で構成され，基本測量及び公共測量に使用する機器の性能及び動作

の確認を行う施設である．つくば菱形基線場（図-1）は国土地理院構内に設置してある距離比較基線

場と位置づけられ基線測点は 5 点存在する．基線測点は堅固な構造物であり，容易に整準台を置き，

設置による誤差を最小にすることができる工夫が成されている． 

比較基線場の整備と精度の確保を目的とした維持管理に関する

要領として在るのが比較基線場維持管理要領（以下「要領」とい

う．）である．つくば菱形基線場においても同要領に基づき周期的

に基線長を観測し成果値を更新することを改測と呼び，2001 年以

降の成果値とその推移グラフを表-1，図-2 に示す．

図-1 つくば菱形基線場配置図

表-1 菱形基線場 2001 年以降の成果値 

図-2 2001 年を基準とした基線長変化

区 間 2001/02 2002/04 2006/06 2008/04 2011/04 2014/04

1 ~ 2 250.0091 250.0089 250.0094 250.0088 250.0106 250.0101 

1 ~ 3 400.0039 400.0027 400.0033 400.0039 400.0044 400.0036 

1 ~ 4 249.9905 249.9903 249.9907 249.9910 249.9917 249.9917 

1 ~ 5 200.0008 200.0010 200.0010 200.0014 200.0017 200.0018 

2 ~ 3 250.0016 250.0024 250.0018 250.0030 250.0026 250.0024 

2 ~ 4 300.0063 300.0056 300.0050 300.0062 300.0078 300.0075 

2 ~ 5 150.0070 150.0071 150.0059 150.0062 150.0075 150.0078 

3 ~ 4 250.0113 250.0105 250.0098 250.0105 250.0117 250.0107 

3 ~ 5 200.0022 200.0020 200.0024 200.0025 200.0026 200.0022 

4 ~ 5 149.9985 149.9984 149.9985 149.9987 150.0006 149.9997 

Unit:m
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改測にあたっては，要領では日没を挟む時間帯に EDM 観測を実施するとされているが，これは気

象要素の影響を低く抑えられると考えられている．前述の推移グラフからは基線長の変化に明確なト

レンドは確認できないが，概ね±1mm の範囲で基線長は周年変化しているものと考えられる．

3. 得られた基線長と考察

平成 27 年度の観測は，5 月から 2 月にかけ合計 9 回実施した．うち，4 半期毎となる 5,8,11,1 月に

おいては日中から日没前後にかけ連続した観測を実施し 1 日のなかで観測結果に有意な変化が生ずる

か確認することとした．また，各々の観測結果の比較から季節変化の有無を確認することとした．観

測基線の選択においては反射鏡着脱の影響を少なくするべく 1，2，3 番の基線測点から構成される 3

本の基線を観測対象とした． 

観測方法については，要領に準じた EDM 観測として実施した．その手順については佐藤（2013）に

詳しく述べられている．1 本の基線を観測するにあたり，EDM と反射鏡を入れ替えて観測を行うこと

から 1 本の基線は往と複の観測値が得られている．また，観測値の整理については，高野（2009）に

詳しくまとめられているため詳細な記述は省略する． 

以上により得られた観測結果の分布ヒストグラムを図-3 に示す．観測結果としての基線長は，日中

と日没前後に実施した結果には 0.1mm から 0.3mm の較差が認められること．セット較差と呼ぶ，1 日

の観測結果における較差は 0.1mm から 0.6mm 程発生していることが判明した．

分布については平成 26 年 4 月に決定した基線場成果値を基準とし較差の発生頻度をグラフ化した

ものである．基線 1-2 及び 1-3 では概ね+0.2mm から+1.0mm の範囲で観測値は集合したが，基線 2-3

においては広範囲に分散する結果となった．その原因について日照の影響に起因するのであれば，日

没後に明確な変化が予想されるも，観測値からはその傾向は見出すことはできない．従って本調査結

果から原因を特定することは困難であるが日没前後の観測を議論するにあたりに影響は及ぼさないと

解釈した． 

図-3 観測結果分布ヒストグラム

併せて，4 半期毎に実施した日中から日没前後に掛ける連続観測より日毎に観測される基線長の変

化がどの程度発生するかを基線毎に纏めた結果を図表-4 に示す．1 日の観測は正午過ぎに観測を開始

し，日没後 2 時間以内に終了しており，第 9 セットと第 10 セットの間に日没を迎えている．1 日の観

測時間帯は日没時刻にとらわれることから，季節により変動することに注意を払う必要がある．同一

観測日においては，EDM 及び反射鏡の位置関係は固定され観測値の変化は気象要素の補正が完全で

ないことに起因すると推定できる．観測結果からは不規則なばらつきはあるものの，日又は季節変動

に起因すると推察される規則的な変動は認められない．なお，基線 2-3 に限っては 8 月の観測値が短

く観測されている．これは分布において述べたものと同様に原因の特定は困難である． 
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更に観測基線のなかで最長となる 1-3 の基線において観測された基線長と気温の関係を図-5 に示す．

両者の関係からは，時間経過における気温変化と基線長の間において相関関係は認められない． 

これらの結果を踏まえ，観測値の気象補正は完全ではないが，複数回の観測より平均を求めること

で影響は限定できると考えられる． 

観測基線 1-2

観測基線 1-3

観測基線 2-3

図表-4 観測時間帯による基線長の変化
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図-5 基線長と気温の関係

4. まとめ

得られた結果と考察から，基線場の測定における気象補正については日中のみ実施した観測でも実

用上は十分な補正が得られていると考えられる．一方で過去に十分な観測の蓄積があるつくば基線場

での結果を他の基線場まで拡張し結論づけるべきでは無く，特に成果値の蓄積が無い新たな基線場開

設時や大規模な地殻変動後に実施する点検観測は，実績のある測定手法といえる日没前後の観測を選

択することでより確実な成果値を得ることができるものと考えられる．  

参考文献 

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

佐藤雄大（2013）同一基線における GNSS 測量機及び測距儀による観測距離の比較，技術報告書．

測地部（2011）比較基線場維持管理要領．

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

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

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

400.0034

400.0036

400.0038

400.0040

400.0042

400.0044

400.0046

400.0048

400.0050

1set 2set 3set 4set 5set 6set 7set 8set 9set 10set 11set 12set

5/20 基線長

5/22 基線長

5/20 Temp

5/22 Temp

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

400.0034

400.0036

400.0038

400.0040

400.0042

400.0044

400.0046

400.0048

400.0050

1set 2set 3set 4set 5set 6set 7set 8set 9set 10set 11set 12set

8/19 基線長

8/21 基線長

8/19 Temp

8/21 Temp

Unit:m Unit:℃

2015/5

2015/8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

400.0034

400.0036

400.0038

400.0040

400.0042

400.0044

400.0046

400.0048

400.0050

1set 2set 3set 4set 5set 6set 7set 8set 9set 10set 11set 12set

11/4 基線長

11/6 基線長

11/4 Temp

11/6 Temp

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

400.0034

400.0036

400.0038

400.0040

400.0042

400.0044

400.0046

400.0048

400.0050

1set 2set 3set 4set 5set 6set 7set 8set 9set 10set 11set 12set

1/13 基線長

1/15 基線長

1/13 Temp

1/15 Temp

Unit:m Unit:℃

2015/11

2016/1

-19-



地磁気時空間モデルの改良に関する研究開発（第 2 年次） 

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度

測地部物理測地課 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表した磁気図を 10 年ごとに作成・公表しており，最新版は

2011 年に公表した磁気図 2010.0 年値である．2010.0 年値作成に併せて行ったニーズ調査の結果，今後

は世界モデルと同じ 5 年間隔で更新することとしたため，2016 年度には磁気図 2015.0 年値を公表す

る予定である．磁気図 2015.0 年値の作成では，主成分分析を用いた変化モデル（阿部ほか，2015）を

採用するが，一等磁気測量成果の最適なモデルへの同化手法の開発と検証が課題として残っている．

今回は，一等磁気測量成果の変化モデルへの同化手法の開発と検証を行ったため，ここに報告する．

2. 研究内容

磁気図 2015.0 年値の作成に用いる変化モデルは，①主成分分析を用いて，複数の連続観測データを

全点共通の変化成分（時間関数）と，その成分の各点ごとの振幅（空間関数）の積で表現，②点ごと

に得られる空間関数を空間方向に展開して近似関数を決定，③任意の場所の空間関数と共通の時間関

数を合成して任意の場所のモデル値を計算，の 3 ステップで作成する．扱うデータは磁場直交三成分

（X，Y，Z 成分）の日平均値で，あるエポックを基準とした変化量を用いる． 

今回，1999 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日の 16 年分の観測点 15 点のデータからモデルを試作して

評価を行った．なお，主成分分析では，共通の時間を持つ時系列データが必要で，今回の有効データ

数は，全 5844 日のうち，4899 日であった．分析の結果，採用する主成分の次数は，X 成分では第三

主成分まで，Y 成分では第二主成分まで，Z 成分では第三主成分までとした． 

一方，今回同化を検討する一等磁気測量は繰り返し測定であり，その成果はある 1 日の地磁気各成

分の日平均値であるが，繰り返し観測は数年おきに実施しているため，圧倒的にデータ数が少なく連

続観測点と同等に扱って主成分分析に用いることはできない．そこで，連続点から推定した共通の時

間関数と，複数回の繰り返し観測とを用いて，一等磁気点における最適な空間関数を推定し，空間関

数を空間方向に展開する際に追加して近似関数の決定に用いる方法で同化することとする．なお，時

間関数は変化量に対する関数であるが，繰り返し観測は絶対値であるため，基準エポックにおける絶

対値と空間関数は最小自乗的に求めることとする．

阿部ほか（2015）によるモデル評価では，特に一等磁気点（12）礼文島（以下「礼文島」という．）

で Y 成分が経年的にモデル値と実測値の乖離が大きくなるため，連続観測点のみから作成したモデル

では礼文島周辺の変化傾向を再現できないことが示されている．なお，ほかの一等磁気点では，礼文

島ほど顕著な乖離は見られない．そこで今回礼文島の一等磁気測量成果を地磁気変化モデルに同化し，

阿部ほか（2015）で行った内部評価及び外部評価と同じ手法で精度評価を行なった．なお，外部評価

は，他の一等磁気点の測量成果とモデル値の比較と一個抜き交差検証（LOOCV）の 2 通り行った．  

3. 得られた成果

まず，連続観測点のみで作成したモデルで空間関数を推定した礼文島のモデル値を図-1 の左図に，

礼文島の実測値を同化したモデルで推定したモデル値を右図に示す．×印は一等磁気測量による実測
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値である．図-1 から，礼文島の実測値を同化して空間関数を推定したモデルでは，モデル値が実測値

をよく再現していることが確認できる． 

図-1 一等磁気点「礼文島」におけるモデル値と実測値の比較（左：連続観測点のみ，右：実測値を同化） 

次に，内部評価と外部評価の結果を表-1 に示す．内部評価では，点ごとにモデル値と実測値の差の

RMSE を計算して全点で平均した．LOOCV では，除外点のモデル値と実測値の差の RMSE を計算し

て全点で平均した．一等磁気測量成果とモデル値の比較では，一等磁気点全点で利用可能な全ての実

測値とモデル値の差を計算し，それらを用いて RMSE を計算した．

表-1 内部評価と外部評価の結果（RMSE による評価） 

X 成分 [nT] Y 成分 [nT] Z 成分 [nT] 

内部評価
礼文島無し 3.98 3.16 3.33 

礼文島同化 4.07 3.50 3.34 

LOOCV 
礼文島無し 5.88 4.04 5.41 

礼文島同化 5.91 4.46 4.98 

一等磁気測量成果と

モデル値の比較

礼文島無し 6.16 11.41 10.74 

礼文島同化 5.92 8.09 10.53 

内部評価と LOOCV では，礼文島を同化しても RMSE に大きな差は見られない．これは，一等磁気

測量成果の同化でモデルに大きな劣化が生じていないことを示している．一方，一等磁気測量成果と

モデル値の比較では，特に Y 成分の RMSE に大きな改善が見られる．これは，礼文島をモデルに同化

したことで，局所的に実測値と整合するモデルが作成されたことを示している．

4. 結論

磁気図 2015.0 年値の作成で課題に残っていた一等磁気測量成果のモデルへの同化手法を開発し，良

好な結果が得られたことから，2016 年度にこのモデルを用いて磁気図 2015.0 年値を作成する．

参考文献 

阿部聡，宮原伐折羅（2015）：主成分分析を用いた日本周辺の地磁気変化モデルの開発，国土地理院時

報，127，129-152．
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重力基準網の高度化に関する研究（第 10 年次） 

実施期間 平成 18 年度～平成 27 年度

測地部物理測地課 吉田 賢司  山本 宏章 

宮原 伐折羅

1. はじめに

物理測地課では全国に等しく正確な重力の基準を与えることを目的として，FG5 絶対重力計による

高精度な絶対重力測定とラコスト G 型重力計による機動性の高い相対重力測定を組み合わせたハイ

ブリッド重力測定（古屋ほか，2001）を 1993 年以降行い，全国の重力値の時空間変化を約 100km の

平均間隔で高密度に把握してきた． 

現在の日本の公式な重力基準である「日本重力基準網 1975（JGSN75）」には，FG5 絶対重力計の測

定で蓄積した精度の良い測定値が反映されていない．また，1976 年の公表から約 40 年が経過して地

殻変動等でその間に生じた重力値の変化が累積したために，場所によっては実際の重力分布との間に

0.1mGal に達する乖離が生じている．これらの課題を解決する更なる高度化の取り組みとして，国際

標準とのトレーサビリティを確保した重力計の使用，網平均計算における最適なパラメータの検討等

を取り入れ，より高精度で信頼性の高い新しい「日本重力基準網 2013（JGSN2013）」を構築した．

JGSN75 の重力値は，国土地理院が重力を考慮した標高｢正標高｣を求める際に用いるほか，質量や

力など計測の国家計量標準や物理探査，地球科学等の分野の重力基準に利用されており，経済活動の

基盤インフラのひとつとして重要な役割を果たしている． また，国土地理院が維持・管理する高さの

基準は，重力等のポテンシャル面のひとつであるジオイドに準拠しているが，ジオイドは重力値の分

布から算出されることから，JGSN2013 の構築で得られた信頼性の高い重力分布の実現により，高精

度なジオイド・モデルの開発，さらにはジオイドを基準とした高度な標高体系の検討が可能となる． 

本稿では最新の重力測定を用いた JGSN2013 の構築概要を報告する．  

2. 研究内容

重力値は時空間的に変化するため，観測の時期・場所に応じて，異なる重力値が得られる．そのた

め，“重力の基準“には，測定値そのものでなく，測定値を平均的な状態の地球における重力値へ化成

して用いる必要がある．化成することによって，観測点の重力値の時間変化の把握や異なる観測点間

での値の比較が可能となる．そこで，重力の物理的な性質や振る舞いに応じた化成処理の方法を検討

し，測定データを用いて定量的に評価することで，手法を確立して比較可能な重力値を計算した．こ

うして得た平均的な重力値を用いて網平均処理を行い，JGSN2013 を構築した．

3. 得られた成果

図-1 に JGSN2013 と JGSN75 の重力成果値の差を示す．地域的に偏りが見られることから，ランダ

ムな測定誤差ではなく，測定手法，機器の性能に起因して JGSN75 を構築した当初から含まれていた

誤差と JGSN75 の構築後に生じた地殻変動に起因する重力変化が合わさったものと考えられる．

JGSN2013 は，FG5 絶対重力計の測定から構築しているため，JGSN75 と比べて機器の精度が大きく

向上しており，地域間の誤差が解消されることが期待される．また，東日本では東北地方太平洋沖地

震後に観測を実施したため，地殻変動による重力変化が反映されている．網平均計算の残差は，
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0.012mGal，一個抜き交差検定の較差は 0.013mGal となっていることから，JGSN2013 は 0.02mGal 程

度の確からしさが得られたと考えている．この結果は，FG5絶対重力計の観測不確かさが約 0.005mGal，

重力点間の重力値の決定不確かさが 0.008mGal 及び化成処理等の誤差が 0.009mGal でこれらの誤差要

因を積み上げると約 0.013mGal であることから，一個抜き交差検定の較差と整合的である．したがっ

て，JGSN2013 の構築により，JGSN75 に比べて 5 倍程度精度の良い，より現実に整合した重力値を提

供することが可能となったといえる． 

図-1 JGSN2013 成果値と JGSN75 成果値の差 

4. 結論

JGSN2013 の構築によっておおよそ 0.02mGal 程度の確からしさで全国に重力の基準を与える重力基

準網が達成された．また，JGSN2013 は，国際標準とトレーサビリティを確保した絶対重力計を使用す

ることで，日本全国で国際標準に整合した精度の良い重力値となった． 

JGSN2013 の重力値は，最終的な検証が終了次第，平成 28 年 4 月以降に基準点 GIS から公表すると

ともに，構築の詳細及びこれまでの重力に関する歴史や今後の重力測量の展望等について国土地理院

時報の小特集として公開する予定である． 

参考文献 

古屋正人，大木裕子，大久保修平，前川徳光，大島弘光，清水洋（2001）：有珠山 2000 年噴火活動に

対する緊急重力測定-絶対重力観測網の構築と噴火前後の重力変化，東京大学地震研究所彙報，76，

237-246．

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．

黒石裕樹，村上真幸，海津優（1992）：絶対重力測定による重力網の高精度化，測地学会誌，38，1，

63-74．
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ジオイド・モデルの維持管理に関する研究開発 

実施期間 平成 27 年度

測地部物理測地課 小島 秀基 宮原 伐折羅

1. はじめに

地震に伴って地殻変動が生じると，地殻変動量に応じて電子基準点の楕円体高成果，標高成果の改

定が想定される．その変化量は，一般に楕円体高，標高でほぼ等しいため，通常ジオイド高は変化し

ない．東北地方太平洋沖地震に伴うジオイド高の変化は，物理モデルに基づく数値計算では，最大で

2cm 程度と推定されており，規模の小さい海溝型地震や内陸の地震では，ジオイド高に優位な変化は

生じないことが想定される．測量で得た楕円体高成果の改定量と標高成果の改定量がほぼ等しければ，

ジオイド高成果は変わらないため，地震に伴ってジオイド高成果，すなわちジオイド・モデルを変更

する必要はない．しかしながら，測量成果，特に古い成果では，測量時期の違いや成果算出方法によ

って，様々な誤差を含むため，楕円体高成果と標高成果の改定量は一致しない．この乖離によって，

ジオイド・モデルのジオイド高と楕円体高成果と標高成果から求めたジオイド高の実測値（成果の差）

に差が生じることとなる．そこで，地震に伴って標高成果，楕円体高成果の改定が必要となった場合，

ジオイド・モデルをどのように更新するべきか，ジオイド・モデルの改定方針に関する検討を行った． 

2. 研究内容

地震に伴う電子基準点の標高成果の改定は，水準測量による再測が実施される場合とされない場合

でやり方が異なる．以下で述べる成果とは，電子基準点の成果である． 

 地震後に水準測量が実施されない場合，電子基準点の標高成果は，地震後の改定した楕円体高成果

にジオイド・モデルのジオイド高を加味して改定することができる．一方，水準測量が実施されて標

高成果も改定される場合には，楕円体高と標高の成果の改定量の差がどの程度生じたかによって，以

下の 3 つの場合に分けられる．

1）楕円体高と標高の成果の改定量がほぼ等しい（差が 2cm（モデル誤差の範囲）内）場合

この場合は，改定成果を用いてもジオイド・モデルと不整合が生じないため，モデルは改定せずに

そのまま使用できる．

2）楕円体高と標高の成果の改定量が有意に異なる（差が 2cm 以上）であるが，測量成果のジオイド

高（＝楕円体高成果－標高成果）とモデルのジオイド高（モデルから内挿計算で求めた値）の差が

6.7cm 以下の場合

この場合，現在のジオイド・モデルですでに許容している入力データ（成果）とモデル値の乖離（最

大較差 6.7cm（正），-6.4cm（負））と同程度であることから，改定成果が実用範囲でモデルと整合し

ていると判断して，モデルは改定しない．

3）楕円体高と標高の成果の改定量が有意に異なる（差が 2cm 以上）うえに，測量成果のジオイド高

（＝楕円体高成果－標高成果）とモデルのジオイド高（モデルから内挿計算で求めた値）の差がモ

デルの許容誤差（6.7cm）を超える場合

この場合，モデルと測量成果の不整合が，今後の測量の精度に不都合を生じるほど大きいため，以

下のいずれかを選択してモデルもしくは成果を更新する必要がある．

① モデルを再計算し，成果を改定した電子基準点の周囲のみパッチ状にモデルを更新する
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② モデルは更新せず，水準測量による標高成果を停止する．電子基準点の標高成果は，楕円体高成果

（改定）にモデルのジオイド高を加味して改定する

③ モデルは更新せず，楕円体高成果を停止する．電子基準点の楕円体高成果は，標高成果（改定）に

モデルのジオイド高を加味して改定する

上記の①の手法は，ジオイド・モデルを楕円体高・標高成果に合わせて改定するやり方で，モデル

の更新が必要となるが，モデルの提供は，全国一括して一つのファイルで行っているため，局所的に

変更したモデルを作成して公開することで，バージョン管理が煩雑になるとともに，利用者がどのモ

デルを用いるべきかの判断に混乱を招く可能性が高い．そのため，モデルの更新は，全面的な改定が

不可避となるほど変化量，改定範囲が大きい場合に限って行うべきである．どの程度の規模が改定の

対象となるか，基準を定めるには，過去の地震での成果改定量を用いて検証する必要がある．具体に

は，過去の地震の際の成果改定量を用いて，改定モデルを試作し，それを現行のモデルと比較するこ

とで，どれだけの範囲にどの程度の変化が生じるか，検証する．②の手法は，ジオイド・モデルと楕

円高成果に標高成果を合わせるやり方で，改定した電子基準点の標高成果がモデルに完全に依存する

ため，標高成果にモデル誤差がそのまま含まれ，周囲の水準点と 6.7cm を超える乖離が生じるため，

採用すべきでない．③の手法は，ジオイド・モデルと標高成果に楕円体高成果を合わせるやり方で，

モデルを更新することなく，周辺の基準点と整合した電子基準点の標高が得られることから，成果改

定の範囲が広くない場合には，③の手法をとることが妥当と思われる．①と③のいずれを選択するか

は，改定量と成果改定の範囲の広さから判断する必要があるが，その判断基準は，過去の成果改定の

値を用いて次年度に定量的に評価を進める． 

3. 得られた成果

地震に伴って電子基準点の標高成果，楕円体高成果が改定された場合，標高成果と楕円体高成果の

改定量の差がモデル誤差，すなわち 6.7cm 以内の場合は，ジオイド・モデルは改定するべきでない．

改定量の差がこれを超える場合には，誤差を超える変動を示す範囲が狭い場合にはモデルは改定せず，

一定以上に広い場合はモデル改定を行う．具体には，東北地方太平洋沖地震のように海溝型地震で広

範囲が大きく変動した場合は，モデルの改定量を試算して評価する必要がある．同様の海溝型地震と

して 2003 年十勝沖地震の成果改定量を用いて評価することで，改定がモデルに与える変化量と範囲

が特定できることから，次年度はこのデータを用いてジオイド・モデルの改定方針の検討を進める． 

4. 結論

ジオイド・モデルの改定パターンを分類して改定方針を検討し，改定の基準を定めるために必要と

なる定量的な評価方法を掲示した．過去の地震の成果改定量を用いてモデルを試作し，現行のモデル

と比較することで，モデル改定が必要となる地震の規模を判断することが可能となる．次年度以降は，

モデルの試作と現行モデルとの比較に基づいて改定が必須となる地震の規模の特定を進める．

参考文献 

兒玉篤郎，宮原伐折羅，河和宏，根本悟，黒石裕樹（2013）：ジオイド・モデル「日本のジオイド 2011」

（Ver.1）の構築，国土地理院時報，126，67-85． 

Miyahara, B., T. Kodama and Y. Kuroishi (2014): Development of new hybrid model for Japan,”GSIGEO2011”, 

Bulletin of the Geospatial Information Authority of Japan, 62, 11-20． 
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干渉 SAR 成果の利用拡大に関する研究開発（第 2 年次） 

実施期間 平成 26 年度～平成 30 年度

測地部宇宙測地課 三浦 優司 山田 晋也 

撹上 泰亮 山中 雅之 

仲井 博之 和田 弘人 

1. はじめに

宇宙測地課では，陸域観測技術衛星「だいち 2 号」に搭載された合成開口レーダー（SAR）のデー

タを使用して，特定の地域を限定せず，日本全国を網羅的に SAR 干渉解析（以下「全国 SAR 干渉解

析」という．）し，地震・火山・地盤沈下・斜面変動をはじめとした様々な変動を抽出することに取り

組んでいる．全国 SAR 干渉解析にあたっては，解析手法，地理院地図を活用した表示方法等，様々な

検討と開発を行った．また，人工散乱体（コーナーリフレクタ）の利点や特性を把握するため，国土

地理院構内に大きさの異なる人工散乱体を設置し，検出可能なサイズ，周囲との位相変化の違いにつ

いて調査した．本稿では，上記の 2 つの取組について報告する．  

2. だいち 2 号を用いた全国 SAR 干渉解析

2.1 解析手法の検討と検証

全国 SAR 干渉解析では，解析を効率的に実施するため，離島を除き，衛星の軌道毎に各フレームを

接合して解析を行う．したがって，解析処理を行う 1 シーンの画像は広域であることが多い．広域を

対象とする解析では，軌道決定誤差や電離層遅延による長波長成分の位相変化が大きく現れる．長波

長成分による誤差を低減するため，国土地理院 GEONET を活用した内挿補間による補正方法の適用

を検討した（森下，2014）．また，大気中の水蒸気遅延による誤差を低減するため，数値気象モデルを

用いた対流圏誤差低減処理（小林ほか, 2014）を解析ソフトに組み込んだ．上記の補正手法を用いて，

だいち 2 号の先代である「だいち」のデータを活用した全国 SAR 干渉解析の実証実験を実施し，長波

長成分の誤差や対流圏遅延による誤差を大きく低減できることを確認した（山田・森下，2014）．その

後，だいち 2 号のデータを用いて全国をくまなく解析した結果，地震や火山活動にともなう地殻変動

をはじめ，地下水のくみ上げによる地盤沈下，消雪による積雪地域での年周変動，埋立地での沈降，

斜面変動と考えられる位相変化を多数検出した．

2.2 提供方法の検討とサイトの構築  

普段，干渉 SAR になじみのない一般ユーザにも受け入れてもらうため，地図や空中写真といった地

図情報と合わせてのデータ提供が重要である．地理院地図は，国土地理院が提供する地図・空中写真・

火山土地条件図等を選択して重ね合わせて表示することができ，干渉 SAR で検出された変動を地形・

地質等の情報と一緒に解釈することができる．また，地理院地図は，ウェブアプリケーションである

ため，特段のソフトウェアをインストールする必要はなく，インターネット環境があれば使用するこ

とができる．したがって，全国を解析した SAR 干渉解析結果を広く活用してもらう上で最適なツール

といえ，SAR 干渉画像を地図・空中写真等と重ね合わせて表示できるウェブサイトを地理院地図をベ

ースに構築することとした（図-1）．  

SAR 干渉画像には大気遅延等のノイズによる地表変動以外の位相変化が現れることから，SAR 干渉
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画像を見慣れている人でないと，変動とノイズを明確に識別することが難しい．したがって，一般ユ

ーザが地表変動箇所の情報を誤解なく活用できるように，地震や火山，地盤沈下，造成地等の地表変

動の見られる箇所には，目印であるアイコンの KML ファイルを付与する形式を採用した（図-2）．ま

た，一般向けサイトとは別に，行政機関向けの関係機関限定サイトを構築することとした．関係機関

限定サイトでは，防災担当者のより適切な判断につなげるため，地理院地図のコンテンツにはない「地

すべり地形分布図（防災科学技術研究所）」や都道府県が作成した「土砂災害警戒区域」といった国土

数値情報（国土交通省国土政策局国土情報課）も上乗せ情報として活用する．上記を実現するため，

各機関で公開されている画像ファイルを地理院タイル形式に変換する等の処理を行い，関係機関限定

サイトの試作版（関係機関限定テストサイト）を構築した．なお，2016 年 3 月現在，地理院地図をベ

ースに全国 SAR 干渉解析の結果を加えて構築したサイトを「地理院 SAR マップ」と呼んでいる．

2.3 今後の課題  

地理院 SAR マップが防災関係機関等で広く利用されることを目指し，地方測量部と連携して関係

省庁や都道府県に公開へ向けた事前説明を行い，表示方法等についてのコメントを収集している．今

後，コメントを反映した形でのサイトの更新が必要となる．また，全国を網羅的に解析した結果を効

率的に地理院 SAR マップにアップし，コメント付を行うにあたって，それぞれのフォーマットを確定

し，作業の自動化及びマニュアルの整備を進めていく必要がある．

3. 人工散乱体（コーナーリフレクタ）を用いた ALOS-2 干渉 SAR 実証実験

3.1 取組の概要

電波の反射強度が高く，安定した位相変化を得られる

人工散乱体（以下「CR」という．）の利点や特性を把握す

るため，国土地理院構内に CR を設置し，実証実験を行

っている（図-3）．今回，国土地理院構内に設置した 5 か

所の大きさの異なる CR について，検出可能なサイズ，

周囲との位相変化の違いについて調査した（撹上ほか，

2015）．なお，CR の設置場所は国土地理院構内の草地（4

か所）と林の中（1 か所）である（図-4）．

図-1 地理院地図上の SAR 干渉画像表示例 図-2 アイコン付与の事例（火山：吾妻山）

図-3 CR の外観
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3.2 CR 設置前後の比較（SAR 強度画像）  

CR 設置前と CR 設置後の SAR 強度画像を比較した．SAR 強度画像の比較では，草地に設置した

1.0m の CR（①）・CR（④）において設置前と比較して明らかに反射強度が強くなったことを確認した

（図-5）．林に設置した 1.0m の CR（③）は，周囲の林の反射強度も強いため，明確には区別できなか

った．草地に設置した 0.8m の CR（②）は，設置前と比較して反射強度が強くなったように見られた

が，0.5m（⑤）の CR では明らかな変化は見られなかった．  

3.3 周囲との位相変化の比較（SAR 干渉画像）  

2015/7/30-2015/8/13 と 2015/7/30-2015/9/10 の 2 ペアの SAR 干渉解析を実施し，強度画像において反

射強度の強かった CR（②）・CR（④）について，周囲との位相変化の違いを調査した．なお，水準測

量による CR への取付観測を実施しており，両期間では数 mm を超える差は見られていない．それぞ

れの解析結果の差分をとり，CR と周辺の位相差を比較したところ，CR（②）・CR（④）は，周辺と比

べて数値の変化が小さく，CR があることにより安定して位相を取得したことを示唆する結果となっ

た．ただし，2 ペアのみの比較であり，統計的に有意かの議論はできない．今後は，だいち 2 号のデ

ータの蓄積を待って PS 点を利用した干渉 SAR 時系列解析を実施し，より詳細な検証を行う予定であ

る．

4. まとめ

だいち 2 号を利用して全国 SAR 干渉解析を実施するにあたって，解析手法の検討と検証を行った．

検討した手法によって解析した結果，長波長成分の誤差や対流圏遅延による誤差を大きく低減し，地

震や火山，地盤沈下，造成地の沈降等の多数の変動を検出した．また，地理院地図をベースとした SAR

干渉解析結果の閲覧サイト（地理院 SAR マップ）の試作版を構築した．今後，関係省庁や都道府県か

らのコメントを反映した形でのサイトの更新を進めていく．

国土地理院構内に大きさの異なる CR を設置し，検出可能なサイズ，周囲との位相変化の違いにつ

いて調査した．草地にある 1.0m と 0.8m の CR の位置において，設置後に反射強度が増加し，周囲と

比べて安定して位相を取得できることを示唆する結果であった．

謝辞 

だいち 2 号の原初データは，国土地理院と宇宙航空研究開発機構（JAXA）の間の協定に基づき提供

図-4 国土地理院構内での CR 設置位置 図-5 SAR 強度画像（左：設置前，右：設置後）
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VGOS に関する研究開発（第 2 年次） 

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度  

測地部宇宙測地課 若杉 貴浩 石本 正芳

川畑 亮二 福﨑 順洋

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 27 年度は，石岡 VGOS アンテナを用いて 24 時間国際観測を定常的に実施した．また，つくば

－石岡基線において VGOS に準ずる高頻度観測試験を行った．加えて，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 VGOS アンテナを用いた定常国際観測

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，平成 26 年度は，

各観測機器類の動作確認及び性能測定を実施した．今年度は既存観測局との相互位置関係を決定する

ための 24 時間測地 VLBI 観測を定常的に実施した．今年度実施した 24 時間測地 VLBI 観測を表-1 に

示す．

表-1 石岡局で実施した 24 時間測地 VLBI 観測 

観測名 実施回数 目的

R1 7 観測局位置，地球回転，電波星位置

T2 3 観測局位置

AOV 5 観測局位置，プレート運動，

アジアオセアニア地域の基準座標系

JADE 7 国内 VLBI 観測局位置  

2.2  つくば－石岡基線における VGOS に準じた高頻度観測試験  

VGOS アンテナの特徴の 1 つとして，中口径アンテナ（直径 12m 級）による高速駆動（毎秒 12 度）

が挙げられる．これは，指向する天体の切り替え時間を極力短くし，単位時間当たりの観測数を増加

させ，局位置決定精度を向上させることを目的とした仕様である．

国土地理院の所有するつくば VLBI アンテナは高感度（直径 32m）・中速駆動（毎秒 3 度）であり，
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石岡 VGOS アンテナとの 24 時間 VLBI 観測で VGOS に準じた高速切り替え観測が可能である．この

石岡－つくば基線による準 VGOS 観測試験を今年度は 7 回実施した．1 スキャン時間は最短 5 秒であ

り，24 時間で 2000 近いスキャン回数を達成した． 

2.3  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（以下「NITC」という．）（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

～26 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．

今年度は， 2015 年から始まったアジアオセアニア地域の VLBI 連携を促進するための AOV

（Asia-Oceania VLBI Group for Geodesy and Astrometry）観測において，国土地理院のつくば局及び石

岡局に加え，Hobart 観測局と Ultra-rapid 実験を実施した．加えて，ニュージーランド国 Warkworth 観

測局と調整を行い，同国との初めての Ultra-rapid 実験に挑戦した．  

2.4  石岡局における広帯域受信実験観測  

石岡 VGOS アンテナのもう 1 つの特徴として，広帯域受信（2GHz～14GHz）能力が挙げられる．こ

れは，1 チャンネルあたりの帯域幅を 1GHz へ広げるとともに，10GHz にわたる広帯域のバンド幅合

成を行うことにより，局位置決定精度を向上させることを目的とした仕様である．今年度は，NICT

との共同研究の一環として NICT の主導のもと，広帯域受信実験を行った． 

3. 得られた成果

3.1 石岡 VGOS アンテナを用いた定常国際観測及びつくば－石岡基線における VGOS に準じた高頻

度観測試験

定常的な国際観測（JADE）とつくば－石岡基線における VGOS に準じた高頻度観測（準 VGOS）

試験から得られたつくば－石岡間の基線長を図-1 に示す．図は基線長 16,606,290mm からの差で表し

ている．準 VGOS 試験の推定誤差は，JADE 観測に比べ小さくなっていることがわかる．また，観測

間の推定値のばらつきも準 VGOS 試験結果が小さく収まっている．このことから，VGOS 仕様による

高頻度観測が位置決定精度向上に資することがわかった．

これまで実施した定常的な 24 時間国際 VLBI 観測および準 VGOS 試験データの解析結果から，つく

ば局に対する石岡局の相対位置は X 方向に-2,226,596.39mm，Y 方向に-13,403,258.77mm，Z 方向に

9,547,971.71mm であることがわかった．  

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  

AOV 観測においてつくば局，石岡局，Hobart 局を用いた Ultra-rapid 実験を実施した．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，バンド幅合成まで全て自動で実施された．

また，ニュージーランド国 Warkworth 局と初となる Ultra-rapid 実験に挑戦したが，観測スケジュール

のトラブルにより今回の実験は実施できなかった．しかし，Warkworth 局は同実験に協力的であり，

来年度以降の再挑戦を予定している．
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図-1 JADE 観測および準 VGOS 試験から推定されたつくば－石岡間の基線長 

3.3  石岡局における広帯域受信実験観測  

広帯域受信実験を石岡－鹿島 34m 基線で行い，世界初の 8GHz 帯域幅の超広帯域信号のバンド幅合

成に成功した．また，観測時間が 1 秒間でも，サブピコ秒（長さ換算で約 0.1mm）の遅延計測精度が

実現できることを実証した．しかしながら，鹿島 34m アンテナの駆動速度が遅いため（毎秒 0.8 度），

遅延決定精度が高くても，大気の遅延推定誤差が支配的になり，局位置の推定精度の顕著な改善には

至らなかった．次は，広帯域受信が可能な VGOS アンテナとの間で同様な実験観測を行い，1mm 精度

の局位置決定の実証を目指す．

4. 結論

24 時間国際測地 VLBI 観測を定常的に実施し，安定したつくば－石岡基線長及び相対位置関係の推

定に成功した．また，同基線での VGOS に準ずる高頻度観測試験によって，より正確な相対位置関係

把握に資することがわかった．加えて，広帯域受信実験観測を行い，サブピコ秒の遅延計測精度が達

成可能であることを実証したが，一方，局位置精度向上のためには，高速駆動による高頻度観測が必

須であることが判明した．

来年度以降は，従来型システムとの並行観測を実施し，更に高精度な既存観測局との相互位置関係

算出を実施する．また，世界各国との VGOS アンテナとの間で，高頻度観測や広帯域受信観測を実験

的に行い，VGOS 観測技術の確立に向けた観測研究を引き続き行う．加えて，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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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 16 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 14 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 11 年次） 
超長基線電波干渉計による高精度観測に関する共同研究（第 9 年次） 

VLBI による高度測地観測に関する共同研究（第 2 年次） 

実施期間  平成 12 年度～平成 27 年度（国立天文台）  

平成 14 年度～平成 27 年度（情報通信研究機構）  

平成 17 年度～平成 27 年度（筑波大学）  

平成 19 年度～平成 27 年度（宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所）  

平成 26 年度～平成 27 年度（大阪府立大学）  

測地部宇宙測地課 石本 正芳 若杉 貴浩

福﨑 順洋 川畑 亮二

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 27 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（国立天文台及び NICT との共同研究）

国土地理院は，日本の測地基準系の維持・管理及び日本周辺のプレート運動の監視を目的とし，国

立天文台及び NICT と協力して，国内観測（JADE 観測），AOV 観測及び IVS-T2 観測を実施した．JADE

観測は，現在整備を進めている石岡局の試験観測として実施したもので，この観測に国立天文台及び

NICT の観測局も参加したものである．なお，従来の JADE 観測は，日本の測地基準系の維持・管理を

目的とし平成 8 年から実施してきたものであるが，全ての地方局（新十津川，父島，姶良）の運用終

了に伴い平成 26 年度で終了した．AOV 観測は，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）により，平成 27 年から開始されたものである．観測の目的は，アジア・オセ

アニア地域の測地基準系の維持・管理，プレート運動の監視であり，国土地理院は従来の JADE 観測

に代わるものとして積極的に参加している．IVS-T2 観測は，国際 VLBI 事業（IVS）が地球基準座標

系維持を目的として行っている観測であり，観測局の位置を決めるのに適したものである．以上の観

測について，各観測局の観測状況を表-1 に示す．  

-34-



表-1 平成 27 年度の各観測局の観測実績 

観測名 参加局 観測名 参加局

IVS-T2103 Ts, Vm, K1, Kg JADE-1510 Ts, Is, Vm, K1, Kg 

JADE-1505 Ts, Is, Kg IVS-T2107 Ts, Is, Vm, Kb, K1 

AOV002 Ts, Is, Vm JADE-1513 Ts, Is, Kb, K1, Kg 

JADE-1508 Ts, Is, Kb, K1, Kg JADE-1514 Ts, Is, Vm 

IVS-T2104 Ts, K1, Kg IVS-T2108 Ts, Is, Vm, K1, Kg 

IVS-T2105 Ts, Vm, K1, Kg AOV006 Ts, Is, Kb 

AOV004 Ts, Is, Kb AOV007 Ts, K1, Kg 

AOV005 Ts, Is, Vm, Kb, K1, Kg IVS-T2109 Ts, Vm, K1, Kg 

IVS-T2106 Is, Vm, K1, Kg AOV008 Ts, Vm, Kb 

（Ts: つくば，Is: 石岡，Vm: 水沢，Kb: 鹿島 34m，K1: 鹿島 11m，Kg: 小金井） 

2.2 VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化  

2.2.1 広帯域用観測装置の機器調整（NICT, JAXA/ISAS，大阪府立大学との共同研究）  

石岡局に導入した 2 種類の広帯域観測用フィードのうち QRFH（Quadruple-Ridged Flared Horn）に

ついて，観測に必要な性能を達成するために機器調整が必要なことから，そのための調査を行った．

また，広帯域観測対応周波数変換装置 ADS3000+について，石岡局では S 帯の人工電波の混信が強い

ため，本来の性能から期待される相関振幅（S/N 比）が得られていなかった．そのため，人工電波を

除去するためのフィルタの取り付け及び ADS3000+の最適な設定パラメータを調査した．  

2.2.2 石岡局における広帯域受信実験観測（NICT との共同研究）  

石岡 VGOS アンテナの特徴として，広帯域受信（2GHz～14GHz）能力が挙げられる．これは，1 チ

ャンネルあたりの帯域幅を 1GHz へ広げるとともに，10GHz にわたる広帯域のバンド幅合成を行うこ

とにより，局位置決定精度を向上させることを目的とした仕様である．今年度は，NICT の主導のも

と，広帯域受信実験を行った．

2.2.3 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）  

つくば局は，筑波大学のアンテナオペレーションにより，国立天文台が中心となって実施している

大学連携 VLBI 観測を 12 回（X 帯 3 回，K 帯 9 回）実施した．  

3. 得られた成果

3.1 測地 VLBI 観測

これまでに実施した JADE 観測，AOV 観測及び IVS-T2 観測を含む測地 VLBI 観測データの解析か

ら得られた日本周辺の各観測局の移動速度ベクトルを図-1 に示す．この結果から，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．

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 VLBI 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，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が図られ，それにより，NICT や国立天文台が実施している時刻

比較技術の高度化や電波天体の現象解明に貢献している． 

-35-



3.2 VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化  

3.2.1 広帯域用観測装置の機器調整  

広帯域観測用 QRFH は性能測定の結果，太陽しか検出できなかった．これは，フィードの軸方向の

設置位置が正しくないことが要因であると考えられたため，最適な取り付け位置を決定するための測

定を行った．測定は，フィードの位置を少しずつずらしながら，アンテナを BS 衛星（Az:219.83259, 

EL: 37.28597）に向け十字スキャンを行った．また，実際の観測ではデュワーが取り付けられることか

ら，その影響を調査するため，デュワーに模した筒をフィードに取り付け同様の測定を行った．

その結果，QRFH の上面が，デュワー固定用キャリッジ前面より 22mm の位置で受信ビームパター

ンが理想的な形になることがわかった（図-2）．そのため，この位置を最適な取り付け位置とした．こ

の測定結果をもとに，デュワーの改造（フィード位置の変更）を外注により行った．

広帯域観測対応周波数変換装置 ADS3000+について，本来の性能から期待される相関振幅（S/N 比）

を得るため，まず S 帯の人工電波を除去するためのフィルタを取り付けた．その後，最適な設定パラ

メータを調査し，相関振幅が最大となる最適な設定値を決定した．これにより，ほぼ本来の性能通り

の相関振幅（S/N 比）が得られるようになった．

図-1 測地 VLBI 観測データの解析から

得られた日本周辺の各 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．）

図-2 実測で得られた理想的な受信ビームパ 

ターン
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3.2.2 石岡局における広帯域受信実験観測  

広帯域受信実験を石岡－鹿島 34m 基線で行い，世界初の 8GHz 帯域幅の超広帯域信号のバンド幅合

成に成功した．また，観測時間が 1 秒間でも，サブピコ秒（長さ換算で約 0.1mm）の遅延計測精度が

実現できることを実証した．しかしながら，鹿島 34m アンテナの駆動速度が遅いため（毎秒 0.8°），

遅延決定精度が高くても，大気の遅延推定誤差が支配的になり，局位置の推定精度の顕著な改善には

至らなかった．来年度は，広帯域受信が可能な VGOS アンテナとの間で同様な実験観測を行い，1mm

精度の局位置決定の実証を目指す．

3.2.3 光結合 VLBI 観測  

つくば局が参加した 12 回（X 帯 3 回，K 帯 9 回）の大学連携 VLBI 観測の結果は，相関及び解析処

理され，電波源の位置や構造等の把握に役立てられている．

4. まとめ

平成 27 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，AOV 観測及び IVS-T2 観測に，国立天文台の VERA 水沢局，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． 

VLBI 観測システムの技術開発及び高精度化の研究として，石岡局に導入された広帯域観測用フィ

ード及び広帯域観測対応周波数変換装置 ADS3000+の最適化を行った．その結果，それぞれの本来の

性能通りの測定結果が得られるようになった．また，NICT の主導のもと広帯域受信実験を行い，世界

初の 8GHz 帯域幅の超広帯域信号のバンド幅合成に成功するとともに，観測時間が 1 秒間でも，サブ

ピコ秒（長さ換算で約 0.1mm）の遅延計測精度が実現できることを実証した． 

来年度は石岡局で本格運用が開始される予定であるので，石岡局での観測の安定性向上のため継続

的に研究開発を実施する．なお，NICT との共同研究は今年度で終了となるが，来年度から新たな共同

研究を開始する予定である．
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REGMOS の高度化に関する研究（第 9 年次） 

実施期間 平成 19 年度～平成 27 年度

測地部機動観測課 上芝 晴香  池田 祐希 

安藤 久

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 26 年度までに太陽電池モジュールや

充放電制御装置の改善，総合制御装置（以下「RCL」という．）の開発・改良を実施し，現在，REGMOS

は通信や観測が途絶えることなく概ね安定的に稼動している．これまで，観測環境の厳しい積雪寒冷

地には，太陽電池モジュールを全面に備え重量のある筐体タイプ REGMOS-H を，温暖な地域や緊急

的に設置作業を実施する地域には，分解・組立が可能な筐体タイプ REGMOS-mini（写真-1）を設置し，

運用してきた．しかしながら，積雪寒冷地に設置する場合，REGMOS-H は高額な運搬及び設置等のコ

ストがかかる．REGMOS-mini は太陽電池モジュールの発電量と収納ボックスの保温性の点から積雪

寒冷地での観測継続が難しいという問題があった．そこで，積雪寒冷地においても容易に設置・運用

ができるよう，REGMOS-mini の架台フレーム及び収納ボックスに改良を実施した（以下「冬季仕様型

REGMOS-mini」という．）ので報告する．

2. 改良内容

2.1 架台フレーム

太陽電池モジュールの発電量が積雪により減衰するのを防ぐために，既存の REGMOS-mini の架台

フレームを嵩上げした（写真-2）．嵩上げ部フレーム（写真-3）はアルミ製で 1 段 50cm とし，最大 2

段（100cm）での仕様とした．REGMOS の重心位置が高くなることで架台フレームが揺動するのを防

ぐため，嵩上げ部フレーム外側から鉄製のパンチングメタルで補強した．また従来の REGMOS-mini

ではベースフレームの地面への固定にはクランプと単管パイプを使用していたが，より強固に固定す

るためステンレス製プレートと鉄製アンカーボルトによる固定方法（写真-4）を導入した．さらに，

凍上現象等による REGMOS の傾斜を監視できるよう，嵩上げ部品に傾斜計の取り付け板を設置した

（写真-5）．

写真-1 従来型の REGMOS-mini 写真-2 改良後の REGMOS-mini 
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写真-3 嵩上げ部フレーム 写真-4 鉄製アンカーボルトによる固定 

写真-5 傾斜計の取り付けプレート 写真-6 断熱材を組み入れた収納ボックス 

2.2 収納ボックス  

RCL は収納ボックス内温度-10℃から 60℃の間で正常に動作する仕様となっている．しかしながら，

寒冷地では外気温度が-10℃を下回ることがある．平成 26 年 12 月から平成 27 年 5 月にかけて浅間山

地区において実施した REGMOS-mini の試験観測（上芝他，2015）では，外気温度が-20℃を下回り，

収納ボックス内温度も-10℃近くまで下がる日があった（図-1）．収納ボックスの保温性を高めるため，

収納ボックス上段の内部側面に厚さ 10cm，内部上面に厚さ 5cm の発砲ポリスチレン断熱材を組み入

れた（写真-6）．なお，収納ボックス下段にはバッテリーを収納しているが，バッテリーの使用環境温

度は-40℃以上のため収納ボックス下段への断熱材の組み入れは行わなかった． 

図-1 収納ボックス内の気温と外気温（平成 26 年度浅間山地区試験観測） 
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3. 改良の効果と性能の検証

改良の効果と性能を検証するため，国土地

理院構内において試験観測を実施した．観測

で得られたデータについて，電子基準点つく

ば 1（92110）を起点として基線解析を実施し

た．解析方法を表-1 に示す． 

3.1 取得した GNSS データの検証  

架台フレームの嵩上げによる GNSS デー

タの異常の有無を検証するため，2015 年 10

月 23 日～2016 年 2 月 10 日のデータを用い，24 時間のデータで 1 個の解を得る解析を実施した（図-

2，2015 年 11 月 19 日～2015 年 12 月 3 日の期間は欠測）．またこの期間は試験観測機を一旦撤去した

後再設置したため，期間の前後で基線長にずれが生じている．解析の結果，基線ベクトルに時間変化

はなく，嵩上げによる GNSS データの品質低下は見られなかった．なお，平成 27 年 12 月と平成 28 年

3 月に二級レベルでベースフレームの傾斜を測定したところ，変動は検出されなかった．

3.2 嵩上げによる振動の検証

補強効果を検証するため，試験観測期間のうち比較的風の強かった 2 日を選んで解析を実施した（図

-2）．2015 年 11 月 18 日（日平均風速 2.6m/s）は補強前，2016 年 2 月 10 日（日平均風速 4.4m/s）は架

台フレームを単管パイプとパンチングメタルで補強を実施した後の観測データである．風速は気象庁

のアメダス観測点「つくば（館野）」のデータを参照した．それぞれの観測日について 1 時間のデータ

で 1 個の解を得る解析を実施した（図-3）．解析の結果，補強前の 2015 年 11 月 18 日には基線ベクト

ルの南北成分の標準偏差が 8.1mm であるのに対し，補強後の 2016 年 2 月 10 日には基線ベクトルの南

北成分の標準偏差が 2.9mm であった（表-2）．単管パイプは REGMOS-mini の背面扉に対して垂直方

向，方位では南北方向に設置しており，補強の効果が標準偏差の南北成分に現れたと考えられる．東

西成分，上下成分の標準偏差は補強前後で大きな違いは見られなかった．

4. 今後の課題

REGMOS-mini を冬季仕様型に改造した．国土地理院構内で試験観測を実施したところ架台フレー

ムの嵩上げによる GNSS データの顕著な品質低下はなかった．また，観測データの解析結果から，冬

季仕様型 REGMOS-mini で安定的な観測値を得るためには単管パイプでの補強が効果的であることが

わかった．今回試験観測を実施した場所（茨城県つくば市）は比較的穏やかな気候であるため，今後

は実際に装置の使用を想定している積雪寒冷地で稼動試験を実施し，当該場所でのデータへの影響，

保温性能を検証するとともに，架台フレームの積雪重量への耐性や積雪時の発電状況等について検証

する必要がある．

次年度以降の現地での試験運用・検証により，更なる改良が必要となる可能性がある．

参考文献

上芝晴香，安藤久，菅原準，針間栄一朗，瀧修一（2015）：凍上現象発生地域における REGMOS の試  

験観測結果，技術報告書．

表-1 解析方法 

解析ソフトウェア RTKLIB.v2.4.2 (Takasu, 2013) 

解析データ 衛星測位システム：GPS 

暦：放送暦

間隔：30 秒  

仰角マスク：15 度  

周波数帯：L1 

解析方法 Static 

-40-



図-2 日ごとの基線ベクトル値 図-3 補強効果の検証 

表-2 補強前後の基線ベクトル値の標準偏差（つくば１－REGMOS）  

東西[mm] 南北[mm] 上下[mm] 

2015 年 11 月 18 日 1.9 8.1 7.7 

2016 年 2 月 10 日  1.9 2.9 5.7 

-74.825
-74.821
-74.817
-74.813
-74.809
-74.805

9/3 10/23 12/12 1/31 3/21

東西（つくば１→REGMOS）[m]

-274.995
-274.991
-274.987
-274.983
-274.979
-274.975

9/3 10/23 12/12 1/31 3/21

南北（つくば１→REGMOS）[m]

-2.600
-2.596
-2.592
-2.588
-2.584
-2.580

9/3 10/23 12/12 1/31 3/21

上下（つくば１→REGMOS）[m]

-74.825
-74.821
-74.817
-74.813
-74.809
-74.805

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

東西（つくば１→REGMOS）

2015/11/18 2016/02/10

[m]

-274.995
-274.991
-274.987
-274.983
-274.979
-274.975

0:00 3:00 6:00 9:00 12:0015:0018:0021:00 0:00

南北（つくば１→REGMOS）

2015/11/18 2016/02/10

[m]

-2.620
-2.612
-2.604
-2.596
-2.588
-2.580
-2.572
-2.564

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

上下（つくば１→REGMOS）

2015/11/18 2016/02/10

[m]

-41-



干渉 SAR による地殻変動地域の監視手法の検討 

実施期間 平成 27 年度

測地部機動観測課 上芝 晴香 安藤 久

1. はじめに

機動観測課では火山周辺の地殻変動を監視するために，既存の観測点を GNSS 測量や水準測量によ

って繰り返し観測を実施してきた（以下「火山変動測量」という．）．この場合，得られる観測値は点

の情報のみであり，観測周期も数年に一度であった．一方，干渉 SAR は人工衛星からの画像撮影によ

り，観測範囲の地殻変動を面的に捉えることができる．また，画像の撮影周期は数ヶ月に一度であり，

これまでの手法では捕捉できなかった局所的，短期的な変動も検出可能である．活動的な火山とその

周辺の地殻変動の監視を強化するため，SAR 干渉解析による地殻変動の監視手法について検討した．  

2. 研究内容

2.1 解析

監視手法の検討のため，これまで定期的に実施してきた火山変動測量との比較を試みた．解析対象

地域は近年活動が活発化している草津白根山周辺とした．機動観測課では草津白根山地区において平

成 27 年 7 月～8 月に 6 年ぶりに火山変動測量を実施している（国土地理院，2015）．この結果では，

平成 21 年度に実施した前回観測と比較して火山性のものと思われる顕著な地殻変動は見られず，

GNSS 測量では地殻変動観測点「渋峠」及び「スキー場」において斜面変動と思われる変動が検出さ

れた．

これらの結果と比較するため，本研究では干渉 SAR 時系列解析の手法のひとつである Persistent 

Scatter Interferometry（以下「PSI」という．）による解析を試みた．PSI では複数の画像を使用して解析

することにより，2 枚の画像を用いる通常の SAR 干渉解析よりも高精度で変動を検出できることが知

られている．なお，現在宇宙測地課において ALOS-2 で撮影された 2 枚の画像を用いた SAR 干渉解析

を全国において定常的に実施し，火山地域について

も解析している．定常的な解析で異常が検出された

際に，機動観測課においてより詳細な解析を実施し

地殻変動の要因を追及できるよう，手法として PSI

を選択した．

2.2 データ  

解析に使用したデータの詳細を表-1 に示す．現在

運用されている衛星 ALOS-2 は平成 26 年 5 月の打

ち上げから間もないことから，PSI で解析するため

にはデータ数が不足している．一方，先代の ALOS

は平成 23 年 5 月に運用を終えており，平成 21 年度

と平成 27 年度に実施した火山変動測量との重複期

間は 2 年足らずである．しかしながら，データ数は

十分であるため ALOS の観測データを用いることに

した．また，草津白根山周辺は積雪地帯であるため，

表-1 解析データ 

名前 A D

衛星 ALOS

波長 23.6cm（L バンド）

軌道方向 北行（A） 南行（D） 

観測モード FBS／FBD 

オフナディア角 34.3°

空間分解能 4m×9m（FBS） 

×17m（FBD） 

観測期間 2006/09/11 

-2010/08/07 

2007/07/19 

-2010/10/27

シングルマスター 2007/10/30 2008/07/21

データ数 10 

（FBD：5） 

12 

（FBD：0） 
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干渉しにくい冬季（11 月から 4 月）のデータは解析対象から除いた．  

2.3 結果  

解析結果を図-1 に示す．今回の解析では，草津白根山の湯釜周辺での局所的な隆起，沈降は見られ

なかった．火山変動測量との比較では，GNSS 測量で地すべりと思われる変動が観測された地殻変動

観測点「渋峠」及び「スキー場」周辺（図-2，図-3）において顕著な変動は検出されなかった．火山変

動測量の過去の観測では平成 4 年から平成 21 年にかけて草津白根山で山体の収縮を示す地殻変動が

観測されている（平岡他，2010）が，同様の傾向は見られなかった．  

3. 今後の課題

草津白根地区では，今年度の火山変動測量で顕著な地殻変動が検出されていなかったことから，PSI

による手法でも変動は検出されなかった．監視手法のより詳細な検討のためには，1 機の衛星の運用

期間内に，地殻変動の顕著な場所において 2 回以上の火山変動測量を実施し，十分な画像数で干渉 SAR

時系列解析を実施し比較することが必要である.また，干渉 SAR による冬季の火山周辺の地殻変動の

監視手法についても今後の課題である． 

図-1 衛星視線方向変動速度（原初データ所有：JAXA） 
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を借りて，御礼申し上げます．
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根山の収縮源，国土地理院時報，120，107-114．  

国土地理院（2015）：第 133 回火山噴火予知連絡会資料，（その 5 の 3）草津白根山，浅間山，御嶽山，

西之島，37-40． 

図-2「渋峠」付近拡大図 図-3「スキー場」付近拡大図
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自動測距測角装置の高度化に関する研究（第 7 年次） 

実施期間 平成 21 年度～平成 27 年度 

測地部機動観測課 澤田 正典 上芝 晴香

池田 祐希

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を監

視している（図-1）．観測局舎（以下「器械点」と

いう．）にトータルステーションを設置し，外輪山

内に設置した 11 点のミラー点との間で斜距離，水

平角及び鉛直角を計測している．斜距離の観測値

は器械点及びミラー点での平均気温と気圧を用

い，気象補正式に基づいて補正している．器械点

の気温と気圧は観測局舎近傍の気象計で測定して

いる．ミラー点の気圧と気温の値は，観測局舎で

の観測値から標高差と逓減率（-0.5℃/100m）によ

り算出した値を用いている．この気象補正の方法

は夜間の斜距離の観測値に対しては有効である

が，日中においては斜距離に比例して増幅される

誤差が確認されている．この誤差を軽減する目的

で，ミラー点において測定した気温と気圧を用い

て，斜距離の気象補正を試みた．

2. 研究内容

器械点に従来設置している気象計は自然通風

型のものである．本研究ではこれに加え，器械点

とミラー点 2 番，6 番，7 番（表-1）に強制通風型の気象計（観測値は無線により取得）を設置し，気温を測

定した．前者は従来どおりの手順（以下「手順 A」という．）で，後者は器械点とミラー点でそれぞれ計測し

た気温を用いて気象補正（以下「手順 B」という．）を行い，両者の結果を比較した． 

3. 得られた成果

図-2 に，2015 年 10 月 30 日～2015 年 11 月 7 日における，器械点から各ミラー点の間の斜距離の変化量

（mm），気温（℃），乾燥断熱減率（-1℃/100m）からの解離量（℃），1 時間あたり日照時間（分），風速（m/s） 

を示す（11 月 2 日のデータは雨天のため欠測）．手順 A で気象補正を行った斜距離の変化量については，日

照のある時間帯において短周期の変動が確認される．一方，手順 B で気象補正を行った斜距離の変化量にお

いても，同様の変動が確認された．また，器械点及びミラー点における標高差と気温差の関係は，夜間では

乾燥断熱減率とほぼ調和する測定結果が得られたが，日中で日照があり風速が小さな環境下では，乾燥断熱

地点名 およその標高 器械点からの距離 

器械点 600m － 

2 番ミラー 615m 1,518m 

6 番ミラー 675m 1,367m 

7 番ミラー 685m 1,632m 

表-1 無線気象装置を設置した器械点及びミラー点の標高，

器械点からミラー点までの距離 

図-1 器械点（観測局舎）とミラー点の配置

観測局舎
■器械点 ※大きな●は無線気象

●ミラー点 装置を設置したミラー点

1000m 

●

● ●
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減率に基づく計算値から解離し，解離量が大きくなるほどに測量誤差も大きく現れた．さらに乾燥断熱減率

ではなく逓減率を用いて解離量を求めたところ，解離量は大きくなることも確認された．

4. 結論

手順 B による気象補正においても測量誤差を解消できなかったことから，ミラー点における気象測定を行

った場合であっても，日中における測量誤差の課題を解決することはできないことが明らかになった．光波

測距儀における測距精度は大気の状態によって大きく左右され，器械点及びミラー点において計測した気象

値がレーザー光線の経路上の気象環境を十分に代表していない場合，測距精度は低下する．測距精度に影響

を与える気象要素は大きなものから順に気温，気圧，相対湿度となっており，数 km 程度の距離測定において

は，特に気温が測量精度に大きな影響を与える．図-2 における 7 番ミラーの斜距離変化量に見られる最大

5mm 程度の測量誤差は，レーザー光線の経路上の平均気温が器械点及びミラー点で計測した気温の平均値よ

りも 3℃程度低いことを示す．器械点及びミラー点における気象測定結果を元にこれを推定することは極め

て難しい．日中における測量誤差の課題を解決するに当たっては，より確実にレーザー光線の経路上の気温

をモニタリングする必要があるが，それを直接的に気象計測によって実施することは技術的に実現が難しい

ため，異なる手段を探ることになる．

今後，夜間の観測値において地殻変動が認められないミラー点における日中の斜距離の変化量を元にして

気象補正量の算出を行い，他のミラー点における日中の斜距離の気象補正量として適用する方法を試みたい．

また器械点において GNSS 観測を行い，REGMOS 点「M 三原山火口北 A」と同一地点にある 2 番ミラーとの

基線における地殻変動量を求め，自動測距側角装置における気象補正量の算出を行う方法等についても，必 

要に応じて検討したい． 

図-2  2015 年 10 月 30 日～2015 年 11 月 7 日における，器械点から各ミラー点の間の斜距離の変化量（mm）， 

気温（℃），乾燥断熱減率からの解離量（℃），1 時間あたり日照時間（分），風速（m/s）

※1 時間あたり日照時間（分）及び風速（m/s）のデータは気象庁の観測点「大島」の値を用いた．
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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 4 年次）

実施期間 平成 24 年度～平成 27 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，御前崎地区等を対象として高精度な水準測量である精密基盤傾動測量を実施して

いる．水準測量では観測精度における評価基準の一つとして往復観測差を用いている．往復観測差は

往観測と復観測で得られた高低差の値を単純に足し算して得られる値であるから，もし観測値が偶然

誤差のみを持つのであれば往復観測差の値は常にゼロを中心として＋と－の両側に等しく正規分布す

る値を持つはずである．ところが実際の水準測量の成果においては往復観測差が＋に偏りやすく，こ

の傾向は最新の電子レベルを用いた近年の精密基盤傾動測量の成果においても同様にみられる．ここ

には未発見の系統的な誤差要因が潜んでいる可能性が大きい．精密基盤傾動測量における観測精度の

向上を目的として，往復観測差の発生要因を明らかにするための試験観測を行った． 

2. 研究内容

平成 24 年度，電子レベルを設置した直後において何らかの原因により視準線が上下に変動する現

象を確認した（澤田，2012）．仮に水準測量の観測中に視準線が変動している場合，高低差の計測値に

測量誤差を発生させる疑いがある．そこでレーザー測距検定棟において，複数の機種及び個体の電子

レベルを対象とした試験観測を行い，電子レベルの運搬・設置直後に発生する視準線の変動を調査し

た．試験観測にあたっては設置後に電子レベル本体の沈下や上昇が一切発生しないように，大理石で

できたピラー上面に真鍮製のプレートを直接置き，そのプレート上に，頑丈な金属製の基台に固定し

た電子レベルを設置した．そして基台ごと電子レベルを抱えて片道約 40m の距離を往復し，再びピラ

ー上面のプレート上に設置して水準測量作業規程に従う整準作業を完了するまでの作業を 1 分間程度

で行い，ただちに約 40m 離れた地点に設置した水準測量用標尺を視準して 15 秒に 1 回の間隔で 4 分

間ほど連続観測した．この合計 5 分間の観測ルーチンを 1 セットとし，各個体について 6 セット以上

の観測を行い，視準線の変動を調査した． 

一方，往復観測差の発生要因としては，水準測量用三脚における観測中の上下変動も原因として疑

われている．これは各測点において水準測量用三脚の設置後に，わずかながら三脚が沈降もしくは浮

上するために測量誤差が累積的に発生するという現象である．計測対象となる変動量が小さいために，

これまでははっきりとした結論に至ることが難しかったが，この現象について検証する目的で，水準

測量用三脚の天板上に高精度な傾斜センサを設置し，三脚天板の傾斜角度の変化をモニタリングしな

がら脚の踏み込み操作をする試験観測を行い，踏み込み操作直後からの傾斜角の変化量を調査した．

この試験観測は天文棟付近のアスファルト舗装の路面上において，建物の影により直射日光が一切存

在しない環境下で実施した． 

3. 得られた成果

3.1 電子レベル運搬・設置直後に発生した視準線の変動

電子レベルの運搬・設置直後に発生した視準線の変動についての調査結果の一部を示す（図-1）．こ

のグラフにおいては 1 セットあたり 5 分間（観測時間は 4 分間）の観測を連続して 6 セットずつ実施
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した結果を示しており，セット毎に器械を再設置しているためセット間ではデータの連続性は無い．

図-1 に示すとおり，ソキア製 SDL1X（SN 100001,100149），ツァイス製 DiNi12（SN 310174,702666），

トリンブル製 DiNi0.3（SN 737986）のそれぞれにおいて，電子レベルの運搬・設置直後から数分間以

上継続する視準線の変動が観測された．変動の幅は 0.5～1.0mm 程度であり，偶然誤差によるノイズ

を含みながら全体としては沈降する変動が確認された．すべての個体について確認していないが，同

様の現象は電子レベルを水平にして運搬した場合，少し傾けて運搬した場合，整準時における円形気

泡の操作方向を逆にした場合においても発生した．しかし，電子レベルを運搬せずに静置したままの

状態で電子レベルを勢いよく，もしくはゆっくりと半回転させてから観測した場合や，運搬せずに電

子レベルを一定時間大きく傾けた後に再設置して観測した場合には，視準線の変動は確認されなかっ

た．

高低差を計測する目的上，視準線は常に水平線と高精度に一致したまま動かないことが望ましいが，

ここで示した視準線の変動は徐々に収束しながら 10 分間ほど継続する様子が確認されている．視準

線の変動要因としてはコンペンセータのヒステリシス特性が疑われるところではあるが，これほど大

きなヒステリシス特性が存在するのであれば，電子レベルを運搬せず一定時間大きく傾けた後に再設

置して観測した場合でも視準線の変動が確認されるはずであり，そのような現象は見られなかったこ

図 -1 電子レベルの運搬・設置直後に発生した

視準線の変動 

※5 分単位の独立したセット観測の結果を

示しており、セット間では観測データの連

続性が無いことに注意． 
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とから考えると，この視準線の変動は電子レベル本体の傾きやコンペンセータのヒステリシス特性と

は無関係な理由で発生していると考えられる．また電子レベルの器械内部において固定位置が 0.5～

1.0mm のオーダーで不安定に変動する部品が存在することは考えにくいことから視準線の沈降という

よりも視準線の傾斜が発生している可能性の方が高く，標尺までの距離に比例して変動量は変化する

と予想される．この視準線の変動について原因は不明だが，主に電子レベル運搬中の振動によって電

子レベル内部の光軸を支える部品等にごく僅かながらも一時的なひずみが発生して光軸がずれ，設置

後に少しずつ部品と光軸の位置が元通りに回復していく過程において視準線の変動が発生するという

メカニズムは想像しやすい．また異なるメーカーの複数の機種の電子レベルにおいて同様に視準線の

沈降が確認された原因としては，どの機種も器械的な構造として対物レンズ側よりも接眼レンズ側に

重心が偏っていることが関与しているかもしれない． 

3.2 水準測量用三脚の踏み込み操作により発生する三脚天板の傾斜変化

水準測量用三脚の踏み込み操作により発生する三脚天板の傾斜変化についての調査結果（図-2）及

び，水準測量用三脚の天板に設置した傾斜センサ及び三脚の足 A，足 B についての位置関係（図-3）

を示す． 

この試験観測に用いた傾斜センサは，直交する 2 軸の傾斜角を 1″

程度の精度で測定できる Jewell Instruments 社の提供する Tuff Tilt S 

P/N 98033-02 であり，図-2 のグラフの縦軸は図-3 で示した回転方向

の傾斜角をプラスとしたときの三脚天板の傾斜角度である．水平面

においてこの軸と直交する成分の傾斜角度にはほとんど変化が見ら

れなかったため表示していない．このグラフでは 14:00 から足 A も

しくは足 B を 5 分ごとに交互に踏み込んだときに三脚天板に発生し

た傾斜角度の変化を 5 秒に 1 回の間隔で測定した結果を示している．

図-2 水準測量用三脚の踏み込み時に発生した三脚天板の傾斜変化

図-3 三脚天板，傾斜センサ，

足 A，足 B の位置関係
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それぞれの踏み込み操作においては 10 秒間ほど三脚の足 A もしくは足 B へ十分に体重をかけた後た

だちに三脚周辺から退避した．図-2 からは足を踏み込んだ後に数分間程度継続する三脚天板の傾斜変

化が，その足が浮き上がる方向に最大 0.001deg 程度発生している様子が読み取れる．接地点における

足 A と足 B の間隔はおよそ 1m であり，三脚天板における 0.001deg（=3.6″）の傾斜変化量が三脚全体

の傾斜変化量とほぼ等しいと仮定した場合，足 A もしくは足 B の変動量は 17μm 程度と算出される． 

この変動の発生メカニズムを解明する目的で，三脚付近の路面への体重負荷試験を行った結果を示

す（図-4）．この試験観測では脚の足を踏み込む操作はせず，足 A もしくは足 B のごく近傍（30cm 以

内）に交互に 5 分間ずつ立ち続けて路面に連続した体重負荷を与え，その影響で発生した三脚天板の

傾斜角度の変化を 5 秒に 1 回の間隔で測定した．結果，体重負荷に伴う路面の沈降により速やかに三

脚天板が傾斜した後は安定したまま変化しないこと，体重負荷が取り除かれると速やかに路面が浮き

上がり復元されること，体重負荷によって発生する足 A もしくは足 B の変動量は 13μm 程度であるこ

とが明らかになった．以上の結果から考えると，図-2 で示された踏み込み操作直後から数分間以上継

続する三脚天板の傾斜角度の変化すなわち三脚の上下変動は，路面の弾性に起因する現象ではなく，

踏み込み時に発生した三脚の変形と踏み込み後の復元過程に起因する現象である可能性が大きいと判

断される． 

4. まとめ

電子レベルの運搬・設置後に見られる視準線の変動は，往復観測差の発生原因の一つとして疑われ

る．今後は試験観測で得られたデータ等を用いて水準測量における往復観測差の発生メカニズムの解

明を進め，測量誤差をより縮小できる観測方法を提案したい． 

三脚踏み込み試験及び三脚付近の路面への体重負荷試験については，対象とした路面が天文棟付近

のアスファルト舗装だけであり，日本国内における水準測量の観測環境を十分に代表しているとまで

は言いにくい．舗装の種類や路面の温度等によって異なる結果が得られる可能性はあるが，現時点に

おいては水準測量における三脚の踏み込み操作直後に発生する三脚の上下変動量は，電子レベルの運

搬・設置直後に発生する視準線の変動量と比較すると十分に小さいと思われる． 

参考文献 

澤田正典（2012）:水準儀の視準線安定性に関わる諸要素の研究（第 1 年次），平成 24 年度調査研究

年報． 

図-4 三脚付近の路面への体重負荷試験

-49-



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3年次） 

実施期間 平成25年度～平成27年度 
測地部 松坂 茂 嵯峨 諭 

測地部計画課 永田  勝裕

測地部測地基準課 根本 悟 湯通堂 亨

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

神谷 泉

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28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．

第3年次となる平成27年度は8の学校法人・企業等（図-1）の

参加による共同研究となった．

2. 研究内容及び得られた成果

2.1 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

2.1.1 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した．

2.2 場所情報コードの公物管理への応用に関する研究

2.2.1 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

利用方法を検証した． 

2.2.2  ICタグ付きマンホールの実用に向けて  

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検証した．

学校法人 1 大学

学校法人自治医科大学 

企業等 7 社

国土地図株式会社 

エル・エス・アイ ジャパン株式会社

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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2.3 場所情報コードの運用に関する検討及び効果検証 

2.3.1 地域医療データバンクでの利活用

医療・保険・介護で位置情報を取り込むため，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した．

2.4 「場所情報コード申請システム」の開発・公開 

場所情報コード管理システムを構成する「場所情報コード申請システム」を開発し公開した．この

場所情報コード申請システムにより，申請様式（Microsoft Excelファイル）に記入し，E-mailで送付す

る方法で行っていた場所情報コードの発行申請について，Web上の入力フォームを利用し，最小限の

入力だけで発行申請を行うことも可能となった．また，これに合わせて既存の場所情報コード関連の

Webページを更新した．（http://ucopendb.gsi.go.jp/ucode/）

3. まとめ

平成27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

して引き続き検討した．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，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利用できる環境を整備し，利用促進を図りたいと考えている．

参考文献

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

報告．
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