
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

GNSS連続観測システム（GEONET）の
解析手法とその発展

測地観測センター電子基準点課

川元 智司

第51回国土地理院報告会

1



本日の内容

電子基準点リアルタイム解析（REGARD）

まとめ

GEONETの概要とその解析手法

電子基準点 日々の座標
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GEONETと電子基準点
電子基準点は、GNSS衛星からの電波を受信する施設で、
全国約1,300箇所に設置されており、我が国の位置の基準として用いられる

観測されたGNSSデータはリアルタイムで国土地理院の中央局に送信
電子基準点網とデータを収集・配信する中央局の総称を GEONET という

電子基準点
観測データ
• リアルタイム
データ(1秒毎)

• 30秒毎の観測
データ

データの解析

国土地理院
中央局

解析結果

防災機関に提供 ＆ HP公開

各種測量の基準点 地殻変動の監視

GPS
（米）

Galileo
(EU)

準天頂衛星
（日） GLONASS

（露）

位置情報サービス

観測データ(30秒毎)

ホームページからデータ提供

リアルタイムデータ(1秒毎)

インターネット

データ提供

電子基準点は、全国に平均20～
25kmの間隔で設置されています。

電子基準点網
GNSS衛星

電子基準点
（高さ 5m）

IP-VPN網により
リアルタイムに送信

位置情報サービス事業者等へ提供

管制局

補強データ
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GEONETで実施される主な２種類の解析

・地理空間情報基盤の継続的な整備・充実
「基盤となる地理空間情報の整備・更新・維持管理・高度化」

・自然災害・環境問題への対応
「発災時における地理空間情報を活用した災害対応力強化のための取組」

１．電子基準点 日々の座標値

新たな地理空間情報活用推進基本計画の取組を推進

２．電子基準点リアルタイム解析（REGARD）

 各電子基準点の１日ごとの正確な座標値を算出し提供

 地理空間情報の基盤の一つとして活用

 各電子基準点の座標値を地震発生時に即時に計算し、

災害関連情報を提供



GEONETの各種解析手法の概要

各種解析の概要

即時
 日々の座標値（F5解）には最も精度の高い衛星軌道情報を用いているが即時性は低い

 リアルタイム解析には速報性の高い衛星軌道情報を用いており、

即時性が高いものの精度が他の解析よりも劣る

解の間隔 提供までの期間 精度（水平、上下）

日々の座標値（F5解：最終解） １日 約２～３週間後 ２～３mm、＜１cm
日々の座標値（R5解：速報解） １日 約２日後 ２～３mm、～１cm
日々の座標値（Q5解：迅速解） ６時間 ８～９時間後

※関係機関のみに提供

～１cm、 ～数cm

解の間隔 提供までの期間 精度（水平、上下）

REGARD １秒 リアルタイム ５cm～、10cm～
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 国土地理院では、用途や求める精度に応じて異なる解析を実施

 GNSS測位において、高い精度のものほど必要とする期間が長い

高精度



本日の内容

電子基準点リアルタイム解析（REGARD）

まとめ

GEONETの概要とその解析手法

電子基準点 日々の座標
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電子基準点 日々の座標値 とは

「日々の座標値」は、その日の電子基準点の位置を、

世界全体で共通に利用ができる世界測地系である「ITRF」
に基づいて数値で表したもの

国土地理院では、電子基準点で受信した測位衛星の信号（観測データ）を解

析して、電子基準点の「日々の座標値」を求め、ホームページ上で公開

国土地理院ホームページから提供される「日々の座標値」の例

１日毎の座標値が記載される

電子基準点データ提供サービス

https://terras.gsi.go.jp 7



電子基準点 日々の座標値 の利活用

地殻変動補正パラメータ

 電子基準点 日々の座標値 は元々は地殻変動監視を目的として開発

 現在では、高精度な位置の基準として、測量・位置情報サービスにも利用

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/semidyna03.html
出典：国土地理院ウェブサイト

センチメータ級測位補強サービス
（CLAS）

出典：内閣府ウェブサイト

https://qzss.go.jp/overview/services/sv06_clas.html

出典：国土地理院ウェブサイト
https://www.gsi.go.jp/chibankansi/
chikakukansi_20220316fukushima_3.html

→：電子基準点で検出された変動量
→：作成されたパラメータ

令和4年（2022年）3月16日23時36分
の福島県沖の地震に伴う地殻変動
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地殻変動監視 測量 位置情報サービス

我が国の基盤となる地理空間情報として広く活用



電子基準点 日々の座標値 の解析手法改訂の歴史

当初地殻変動監視を主な目的として、1996年から第1版（F0）を開始

その後、2001年に第2版（F1）が開始され、解析結果を公表

幾度かの改訂を経て、令和３年４月、最新の第5版（F5）の結果を提供開始

改訂の度に最新の世界測地系に整合するよう調整する等、

より正確で安定した世界測地系座標値を提供

ITRF97へ準拠座標系を更新

アンテナ架台毎の位相特性モデル導入

ITRF2000へ準拠座標系を更新

解析ネットワークの変更

速報解・迅速解の生成

ITRF2005へ準拠座標系を更新

位相特性モデルを絶対モデルに変更

解析固定点の座標計算手法を変更

ITRF2014へ準拠座標系を更新

解析固定点の座標計算にグローバル解析を導入
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解析手法最新版「F5」の概要

１ 電子基準点全点を解析２世界各地のデータを用いて解析

それぞれの電子基準点の世界測地系における座標値を計算するために、

1. 世界各地の観測データを用いて、全世界の世界測地系座標値（ITRF）
と整合するよう日本国内１点（国土地理院構内の「つくば１」）の座標値を計算

2. 求めた１点の座標値を基準にして、日本全国の電子基準点座標値を計算

10

国内の１点の正確な世界測地系座標値を計算

（国土地理院構内の電子基準点「つくば１」）



解析手法最新版「F5」の旧版からの主な改良点

準拠座標系を令和３年４月時点で最新の「ITRF2014」へ更新

世界各地の観測データを用いた解析を導入

新たなソフトウェア・物理モデルの使用

RMSの差
[mm]

★ 解析固定点

● 拘束点

● 非拘束点（補助点）

旧版（F3）で使用する

観測点の範囲

世界各地のデータを使うことで解析の安定化 悪化

期間：
2017/1/1~2019/12/31

新たな対流圏遅延推定手法導入による
上下成分の精度向上

＊線形、年周、半年周を考慮した回帰曲線からの差から計算したRMS 11

より正確で安定した世界測地系座標値の提供が可能に

改善



解析手法最新版「F5」による解析結果の改善

最新版「F5」では、旧版「F3」に比べて座標値の精度・安定性が大きく向上

IGS解との差の時系列（TSKB） 12

外れ値の改善

● F5解 ● 旧版（F3解）（実線は移動平均）

世界測地系
（ITRF2014）と
よく整合

東西

南北

上下

東西

南北

上下

「TSKB」の解析結果（最新の世界測地系との差）
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本日の内容
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GEONETの概要とその解析手法
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電子基準点リアルタイム解析

電子基準点「日々の座標値」では、基本的に１日よりも長い時間間隔でし

か地殻変動を捉えることができない

地震発生直後に地殻変動を把握できれば、災害時に重要な情報となる

• プレート運動による変動

• ゆっくりすべり

• 余効変動

• 地震に伴う永久変位

• 地震時変動

数年

数日

即時

電子基準点
日々の座標値

リアルタイム解析
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電子基準点リアルタイム解析 開発の歴史

 平成 15 年度～平成 17 年度（2003～2005年度）

「災害情報を活用した迅速な防災・減災対策に関する技術開発及び推進方策の検討」（総合技術開発プロジェクト）

 火山活動に関わる地殻変動をリアルタイムに検出することを主目的として開発

 平成19年度～平成21年度（2007～2009年度）

「緊急防災情報としての震源断層即時推定手法の開発に関する研究」（特別研究）

 GPS データから地震に伴う地殻変動の迅速な検出と震源断層モデルの即時推定を主目的として開発

「広域リアルタイム地殻変動監視システム」の試作（西村他、2010）

平成 28 年度～（2016年度～）

電子基準点リアルタイム解析「REGARD」の本格的な運用開始 15

 平成 23年度～（2011年度～）GNSS リアルタイム解析を開発開始

（東北大学大学院理学研究科と共同で開発） より信頼度の高い津波予測を支援することを視野に開発

 平成 26 年度～平成 28 年度（2014～2016年度）

「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」（特別研究）

「リアルタイムGNSSを用いた即時的地震断層モデル構築手法に関する研究」（一般研究）

 より安定したリアルタイム測位と震源断層モデル自動推定手法の開発



電子基準点リアルタイム解析（REGARD）の概要

 電子基準点の受信データを リアルタイムで解析 し、位置情報を取得

 地震前後の位置情報を比較し、地震による 地殻変動を速やかに計算

 地震計と異なり、M8を超えるような 巨大地震でも振り切れない

常時︓
① 電子基準点データの解析

地震検知時︓
② 地殻変動量の計算 ③ 地震規模の推定

5 m

すべり分布モデル 矩形断層モデル

Mw: 8.9
VR: 99 %

例: 2011年
東北地方太平洋沖地震

固定点

Kawamoto et al. (2017)

16

巨大地震発生時に、リアルタイムで地殻変動量・地震規模を推定し提供

• RTK法により、電子基準点約1,300点を異なる３つの固定点から計算（計約1,300×3基線）



東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）に対する後処理での検証結果

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋地震（Mw9.0）の際に観測されたデー

タを用いて検証したところ、地震規模を飽和することなく算出することに成功

得られた地殻変動と震源断層モデル
地震規模算出結果の時系列

矩形断層モデル

すべり分布モデル
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平成28年熊本地震（M7.3）でREGARDが捉えた地殻変動

REGARDの本格運用開始後の4月16日、平成28年熊本地震（M7.3）が発生

地殻変動量

の計算

東西 南北 上下

REGARDで得られた

電子基準点の位置の変化

（秒）

震
央

か
ら

の
距

離
（

km
）

出典：国土地理院ウェブサイト
（https://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_kumamoto20160414.html） 18

 REGARDによって、地震に伴う地殻変動を観測し、迅速に国土地理院HPで公表
（「長陽」で約1m、「熊本」で約80cmの水平変動を観測）



平成28年熊本地震（M7.3）でREGARDが推定した地震規模

熊本地震発生後、数分で震源断層モデルを自動推定、地震規模を算出

布田川断層帯沿いに地震規模（Mw 6.96）の震源断層モデルを推定

REGARDにより得られた震源断層モデル

最終報
T=343s
Mw 6.96
VR  96.2%

出典：地震調査推進本部事務局

「「平成２８年（２０１６年）熊本地震」に関する情報」

より気象庁資料
(https://www.jishin.go.jp/main/oshirase/2016kumamoto.html)

布田川断層帯
推定された震源断層モデル

出典：国土地理院「平成28年度調査研究年報」 一部加筆 19



電子基準点リアルタイム解析（REGARD）に残る課題

固定点の誤差が影響を与えた例

１．震源断層モデルの推定において、解がうまく求まらないケースが存在

 現在の推定方法では、特に内陸地震等未知の断層において地震が発生した場合等に正しく推定

できない可能性

２．得られる地殻変動が固定点のデータ品質に強く依存

 固定点で物理的な変動や解析上の誤差が生じた場合、見かけの変動として全点に波及

例: 2019年8月29日

地殻変動ベクトル

固定点１

固定点３

固定点１
稚内

固定点２
小松

固定点３
北波多

変な断層モデルが推定された例

震源断層モデルが正しく推定できなかった例

Kawamoto et al. (2016) 20



課題解決に向けた現在の取組み①

新たな震源断層モデル推定手法「MCMC法（マルコフ連鎖モンテカルロ法）」の導入

MCMC

Ohno et al.(2021)に一部加筆

新たな推定手法（MCMC法）では、

より安定的にモデル推定が可能

21

（東北大学大学院理学研究科と共同で開発）

 暫定的に用いる断層形状（初期値）への依存性が低く、より安定した推定が可能



課題解決に向けた現在の取組み②

共通の固定点を使用せず、一点一点を単独で精密に測位する

「精密単独測位（PPP）」により、課題の解決をはかる

高精度の衛星軌道情報（精密暦）を

独自に推定し、

精密単独測位（PPP）を活用

 固定点への依存が解消

 外部データへの依存性の低減

全世界の観測点のリアルタイムデータ（外部データ）

③ 断層モデル推定

① リアルタイムPPP with RTKLIB

各観測点の
絶対座標を監視

② 地震の検知・地殻変動量の計算

⓪ 時間分解能が高い精密暦の生成 with MADOCA
(JAXAから貸与)

 解析機関 ：国土地理院
 生成間隔 ：リアルタイム
 時間間隔 ：30 秒

※外部データとして緊急地震速報を使用

システム堅牢性の向上
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精密単独測位（PPP）の試験導入結果

 地殻変動量推定時の誤

差はRTK測位と同程度

1日分の全観測点の地殻変動量の誤差のヒストグラム (例: 2022年1月1日)

地殻変動量推定時の誤差変動（例：2019年8月29日）

東西 南北 上下

RTK (固定点「北波多」) PPP

REGARDが地震時の地殻変動を
見積もる時間スケール（5分程度）
において、ノイズレベルを調査

POST 移動時間窓PRE 時間窓

変動量の算出イメージ：

70 cm
Obs.

70 cm
Obs.

固定点:
北波多

RTK (固定点1)

RTK (固定点2)

RTK (固定点3)

PPP

23

 固定点に起因する

全国的な誤差が解消
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電子基準点リアルタイム解析（REGARD）

まとめ

GEONETの概要とその解析手法

電子基準点 日々の座標
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まとめ

電子基準点網を含むGEONETは、

 各種測量の基準

 地殻変動情報の提供の基盤

 位置情報サービスの基盤

として高精度測位時代を支える重要なインフラ

国土地理院では、GEONETの解析の２本柱である

「電子基準点日々の座標値」、「電子基準点リアルタイム解析（REGARD）」により

 地理空間情報の基盤としての座標値

 地殻変動量や地震規模等の災害関連情報 を提供

今後もこれらの解析の改良を続け、より正確で安定した情報提供を進めていく
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