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国土を支える位置情報の基盤 －電子基準点の現在と未来－ 

 
１． はじめに 

「人に優しく活力ある国土」を支える縁の下の力

持ち，電子基準点の現状と，未来への展望を述べる． 

地上に固定した設備で GPS 衛星からの電波を常時

観測する電子基準点は，本格的な設置から 15 年を迎

え，GPS 測量や高精度リアルタイム測位を支える基

準点として，また地震・火山活動の研究や予測に必

要な地殻変動のセンサーとして，我が国の位置情報

の基盤となった．平成 21 年（2009 年）４月からは，

精度をさらに高めた日々の座標（F3 解）を提供し，

地殻変動の監視を強化している．また次世代の全世

界的衛星測位システム（GNSS）を見据えた電子基準

点の更新を始めている．社会や技術が目まぐるしく

変化する中で未来を見通すのは難しいが，今後の電

子基準点のあり方について整理を試みる． 

国内に設置された電子基準点のネットワークと，

そのデータを収集・解析・配信する中央局等からな

るシステム全体を，GPS 連続観測システム（GEONET: 

GPS Earth Observation System Network）と呼ぶ．

電子基準点は GEONET の構成要素であるが，本稿では

特に混乱を生じない場合，システム全体のことも電

子基準点ということがある． 

 

２． 電子基準点 

２．１ ３つの役割 

電子基準点の整備は平成５年（1993 年）に始まり，

平成６年（1994 年）には初期の観測網の運用が始ま

った（測地観測センター，2004；齊藤，2007）．以来，

電子基準点の増設，解析システムの統合・改良，ア

ンテナ・受信機の交換等が行われ，15 年が経過した

平成 21 年（2009 年）４月現在，電子基準点は国内

1,240 ヶ所で運用され，３つの役割を果たしている． 

 

２．１．１ 地殻変動の監視 

電子基準点間の位置の変化は cm レベルの精度で

毎日解析され，地震国・日本における国土の地殻変

動を準リアルタイムで明らかにしている．地震前後

の地表の地殻変動は，地下でどのような断層が形成

されたかを知る数少ない手がかりであり，防災・減

災に極めて重要な情報を提供する．また電子基準点

での長年の観測から，地震波の放出を伴わないスロ

ースリップ現象など学術的に重要な現象も発見され

ている．政府の地震調査研究推進本部は，地震調査

研究のための基盤観測網と位置づけている．また地

下のマグマが引き起こす火山活動の推移予測にも電

子基準点のデータは活用されている． 

 

２．１．２ 測量の基準 

平成 14 年（2002 年）の測量法改正により，我が

国でも世界測地系が採用されたが，その際，電子基

準点の測量成果が骨格的なデータとして利用された．

また電子基準点で観測された GPS データは標準形式

（RINEX）でインターネットよりダウンロード可能で

あり，国内の GPS 測量に幅広く利用されている．こ

のように電子基準点は我が国の測量の基準である国

家基準点網の根幹となっている． 

 

２．１．３ 位置情報サービスの支援 

平成 14 年（2002 年）より電子基準点の１秒毎の

リアルタイムデータが開放され，位置情報サービス

事業者がネットワーク型 RTK 測位のための補正情報

配信に利用する等，民間における高精度リアルタイ

ム測位の発展に貢献している（５．参照）． 

 このように電子基準点は，測量や測位に位置の基

準を与え，国民の安心・安全や経済活動の活性化に

役立つ位置情報の基盤として，「人に優しく活力ある

国土」を支えている． 

 

２．２ 課題 

 今や位置情報の基盤となった電子基準点であるが，

次のような課題もあり，その対応に向けた努力が続

けられている． 

 

２．２．１ 精度の向上 

 電子基準点の日々の座標は，cm レベルの精度を有

しており，地震・火山活動時の地殻変動監視に十分

な精度を有している．しかし長期的な時系列を見る

と，定常的な地殻変動を示すトレンドの上に，振幅

が１cm を超える年周変化が重なっていることがあ

り，その原因追究と軽減が長年の課題であった．最

近，解析戦略の改良により，年周変化を大幅に軽減

することに成功している（３．参照）． 

 

２．２．２ 計画的な更新・維持管理 

電子基準点を構成する受信機等のハードウェアの

耐久年数は 10 年程度であり，また点数が 1,240 点と

多数あることから，これらの更新を定常的かつ計画

的に進める必要がある（４．参照）． 

 

２．２．３ 次世代 GNSS への対応 

電子基準点では，現在 GPS 衛星の信号（L1：

1575.42MHz，L2：1227.6MHz）を観測している．平成

12 年（2000 年）以降，米国は GPS の近代化政策を進

めており，これまでの周波数に加えて L5 帯
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（1176.45MHz）の信号も送信される予定である．ま

た現在使用している信号の一部（L2のPコード）は，

平成 32 年（2020 年）には使用できなくなる見込み

である． 

 一方，ロシアが運用中の衛星測位システム

GLONASS の近代化が進められるとともに，欧州や中

国では Galileo，Compass と呼ばれる新しい衛星測位

システムを開発中である．日本でも準天頂衛星と呼

ばれる GPS の補完機能を有する衛星を開発している．

これらは全世界的衛星測位システム（GNSS: Global 

Navigation Satellite Systems）と総称され，そう

遠くない将来，100 機程度の測位衛星が地球を回る

次世代 GNSS 時代の到来が予想されている． 

 利用可能な衛星数の増加は，衛星測位の効率化に

大きなメリットがあると考えられ，測量や位置情報

サービスの利用者の関心も高い．また GPS 以外の

GNSS の利用は，米国だけへの依存性を低めることに

なり，国家基準点としての安定性を高める効果もあ

る．このため位置情報の基盤である電子基準点には，

次世代 GNSS への対応が要請されている（７．参照）． 

 

３．地殻変動監視の強化 －F3 解の実用化－ 

電子基準点による地殻変動の検出能力を向上させ

るため，研究者の長年の努力によって新しい解析戦

略（第４版）が開発され，それに基づく日々の座標

（F3 解）が平成 21 年（2009 年）４月より公開され

ている．ここでは新しい解析戦略の効用を述べる．

詳細は中川他（2009）を参照されたい． 

電子基準点で得られる衛星データの解析について

は，常に最新の技術と知見に基づき改良が行われて

きたが（Hatanaka et al., 2003），平成 16 年（2004

年）から採用されていた解析戦略（第３版）には次

のような問題があった． 

 

３．１ 大気の不均質性による系統誤差 

観測網上空の大気に大きな不均質性がある場合，

系統的な誤差が測位解に生じることがある（雨貝・

石本，2007）．このような誤差は，解析の際に「大気

遅延勾配」を推定することで軽減できる．GPS 衛星

からの電波が中性大気を通過する際に信号が遅延す

るが，通常は，各観測点毎に天頂方向の一定時間毎

の大気遅延量をパラメータの一つとして推定してい

る．その際上空の大気は水平方向に均質であるとい

うモデルを仮定する．しかし前線が通過する際など

にはこの仮定は必ずしも妥当ではなく，得られる観

測点の座標に系統誤差が生じてしまう．例えば，図

－１上に見られる変動ベクトルの大半は，停滞前線

の影響を受けたものと考えられる． 

 

 

 

 

図－１ 岩手県中部の地震（2008 年７月 24 日）を挟む期

間の変動ベクトル図の比較．上：解析戦略第３版（F2 解）．

下：同第４版（F3 解）．中川他（2009）より引用． 
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図－２ 長距離基線における基線ベクトルの時系列を比

較．青：第３版，赤：第４版．中川他（2009）より引用． 

 

３．２ 準拠座標系やアンテナ位相特性モデルの不

整合 

国際 GNSS 事業（IGS）は，国際地球基準座標系

ITRF2005 の公開に合わせて，2006 年 11 月より GPS

衛星の軌道暦を ITRF2005（IGS05）に準拠したもの

に切り替えた．IGS05 は，衛星と観測局のアンテナ

位相特性モデルとして「絶対モデル」を用いていた

ため，IGS 暦でも「相対モデル」から「絶対モデル」

への切り替えが行われた．しかし電子基準点の解析

戦略第３版では，ITRF2000 と「相対モデル」を採用

しているため，不整合が生じていた． 

上記の課題を解決し，安定した地殻変動監視を行

うために，国土地理院では，新しい解析戦略（第４

版）の開発を行ってきた．解析戦略第４版では，こ

れまでの基本的な方針は継承しつつ，解析ソフトウ

ェアBerneseをバージョン5.0に更新するとともに，

①大気遅延勾配の推定，②アンテナの絶対位相特性

モデルの採用，③座標系の ITRF2005 への変更，④解

析固定点（電子基準点「つくば１」）の座標の取り扱

いの変更，⑤電離層遅延高次項の補正等の導入を行

った（中川他, 2009）． 

1996年４月以降のGPS観測データを再解析した結

果，新しい解析戦略では，大気遅延勾配の推定によ

り，停滞前線・台風等の大規模な大気の不均質に起

因する座標の系統誤差が大きく軽減されること，解

析ソフトウェアの更新やアンテナ位相モデルの変更

により，年周変動やばらつきが軽減されることなど

が確認された．図－１（下）は新しい解析戦略によ

るもので，上の図で見られた見かけ上の変動は軽減

され，地震そのものによる変動がより明確に捉えら

れている．また図－２は，約 1,000km の長基線につ

いて 1996 年以降の時系列を示したもので，従来の解

析では南北成分に顕著であった年周変化が，新しい

解析では軽減されていることがわかる．新しい解析

戦略により地殻変動の監視能力が向上したことは他

の事例でも確認されている（宮原他，2009）． 

以上の結果を踏まえ，平成 21 年（2009 年）４月

１日から電子基準点の定常解析は解析戦略第４版に

よって行われ，F3 解と呼ばれる日々の座標が公開さ

れている 

（http://terras.gsi.go.jp/ja/index.html）． 

 

４．電子基準点の更新 

ハードウェアの経年変化に対応するとともに，来

るべき GNSS 時代にも目を配り，電子基準点の更新を

着々と進めつつある．平成 20 年度補正予算，平成

21 年度予算により，平成 21 年（2009 年）度末まで

に，合計約 450 点で受信機の更新等を行う予定であ

る． 

 

 

図－３ 電子基準点の更新のイメージ 
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４．１ 平成 20 年度補正予算 

GPS 受信機の設置年次が古い電子基準点 360 点に

ついて受信機の更新を行う．また無停電装置が 24

時間対応していない観測点（約 280 点）について電

源部の改造を行う． 

近代化 GPS への対応として，従来の L1, L2 帯に加

え，L2C, L5 の受信が可能な受信機を導入する．た

だし L5 信号の受信には別途アンテナ交換が必要で

あり，後年度に対応の予定である．また近代化 GPS

信号のうち L1C については詳細な仕様が未定のため

今回の対応は難しい．平成 21 年（2009 年）度末ま

でに以上の更新が行われる予定である． 

 

４．２ 平成 21 年度予算 

電子基準点測量を引き続き実施すると共に，今後

も安定して観測データを取得・提供していくため，

平成 21 年度予算でも，設置後 10 年以上経過してい

る電子基準点 90 点を対象に，受信機等の更新を行う．

今後も受信機の更新は毎年実施していく予定である． 

また次世代 GNSS に対応するとともに，通信の冗長

化・効率化等にも配慮したシステム改造に関する調

査を実施する．運用のコストダウンには，より安価

で高品質な通信方法への移行が必要であり，将来，

最新技術を踏まえた新たなデータ収集・解析システ

ムの構築を目指している． 

 

４．３ 平成 21 年度補正予算 

電子基準点の強化のため，商用電源の供給が停止

しても 72 時間稼働可能となるような電源部の改造

（510 点），災害時の通信確保のための通信二重化，

通信二重化に伴う中央局の電源増強等について必要

な予算要求を行っており，国会で審議中である． 

電源部の改造により，大地震によって震源周辺の

電子基準点への電源供給が途絶えても長時間にわた

り自立した観測が可能となり，地震時の地殻変動の

みならず，地震後の余効変動を詳細に捉えることが

可能となる．2004 年新潟県中越地震後に電源が強化

された一部の電子基準点では，2007 年新潟県中越沖

地震の際，停電中も継続的にデータを取得した成功

例がある． 

現在全ての電子基準点のリアルタイムデータは，

KDDI の新宿データセンターを経由して配信されて

いるため，万一新宿データセンターに障害が発生し

た場合，配信が途絶する可能性がある．通信の二重

化により，直接各観測点からつくば市の中央局にデ

ータを直送できるようになり，大規模災害時の対応

がより確実なものとなる (図－４)． 

リアルタイムデータのフォーマットについては，

受信機に依存しない Binex に対応させる(５．参照)．

このため Binex に対応した通信管理装置も整備する． 

 

図－４ 平成 21 年（2009 年）度に予定している通信の二

重化 

 

５．リアルタイムデータの配信フォーマット 

平成 21 年（2009 年）の受信機更新を機にリアル

タイムデータの配信フォーマットの変更を計画して

いる． 

現在，電子基準点のリアルタイムデータ（１秒デ

ータ）は，配信機関（日本測量協会）を経由して，

位置情報サービス事業者（現在，２社）に配信され，

ネットワーク型 RTK 測位などのサービスに利用され

ている（図－５）．事業者への配信フォーマットには，

受信機メーカー固有のフォーマット（ニコン・トリ

ンブル社：RT17，トプコン社：JPS）が用いられてき

た．しかし定期的な受信機更新を考えると，メーカ

ーに依存しない標準フォーマット（Binex）の採用が

合理的である． 

Binex は 米 国 UNAVCO （ University NAVSTAR 

Consortium；米国の GPS 大学連合）が開発した GNSS

のリアルタイムデータ用の交換フォーマットで，現

行フォーマットに比べ圧縮率が高く，データ遅延の 

 

 

 

図－５ 電子基準点のリアルタイムデータの流れ 



- 15 - 

問題が起こりにくい．最近の測量用 GPS 受信機では，

Binex でのデータ出力も可能となっている． 

航法分野では，RTCM（Radio Technical Commission 

for Maritime Services；海事業務無線技術委員会）

の定める RTCM SC-104 フォーマットが標準的だが，

測量で重要な搬送波位相データの有効桁数に限りが

あり，測量での利用には適していないと考えられる． 

Binex は，データの圧縮率が高いため，衛星数が

増加してもデータ配信の遅延を抑えることができる．

また，標準フォーマットなので，電子基準点の受信

機の機種が変わっても，今後システムの変更は不要

となる．一方，当初のシステム変更には配信機関・

事業者に費用負担が発生するため，利用者に影響が

出る可能性もある．また電子基準点の受信機がすべ

て Binex 対応機に更新されるには一定の時間を要す

るので，しばらくは３種類のフォーマットが混在す

ることになる．このため利用者への影響が出ないよ

う配信機関・事業者と必要な調整を行い，十分な準

備・試験期間を経て Binex によるデータ配信を始め

ることにしている． 

 

６．セミ・ダイナミック補正 

日本では地殻変動が著しいので，測量の基準とし

て遠くの電子基準点を用いる場合，近くの三角点か

らの測量成果や，それに基づいて決定された各種測

量成果と整合しなくなる可能性がある（国土地理院

技術協議会，2003）． 

これを防ぐために開発されたのがセミ・ダイナミ

ック補正であり，実装に向けた研究が精力的に進め

られた（宮崎，2007）．セミ・ダイナミック補正では，

電子基準点等の国家基準点で得られた地殻変動量を

使って，地域ごとに異なる補正量を求める．平成 20 

年（2008 年）度から一部の基本測量に導入されてい

るが，今後周知を図り，基本測量・公共測量への適

用を推進する予定である． 

 

７．GNSS 時代への対応 

将来の GNSS 時代を見通すことは至難の業だが，可

能な範囲で電子基準点の未来について考える． 

 

７．１ 電子基準点への要請 

まず電子基準点への要請について整理する． 

 

７．１．１ 社会基盤としての要請 

 電子基準点は，地殻変動の監視，測量基準の提供，

位置情報サービスの支援等に不可欠な社会基盤であ

り，国費を投入した大規模システムであることから， 

○緊急時にも運用を停止させないこと 

○計画的にシステムの更新・維持管理を行うこと 

○運用・更新コストを削減しながら費用対効果を高

めること 

が常に要請される． 

 

７．１．２ 防災・減災面からの要請 

 国民の安心・安全につながる情報提供を図るため，

地殻変動の監視能力をさらに高める必要がある．す

なわち， 

○地殻変動解析の精度をさらに向上させること 

○時間分解能を向上させること 

現在の準リアルタイム解析には数時間を要してお

り，cm 精度で真のリアルタイム解析を行うことは電

子基準点の究極の目標である． 

○必要な地域で空間分解能を向上させること 

全国をカバーする国家基準点及び基盤観測網とし

ては 1,200 点で概成したと考えられるが，地震・火

山活動の予測で特に重要な地域については，大学な

どの他機関が有する観測ネットワークとの連携によ

り監視を強化していくことが必要である．火山地域

では気象庁との協定に基づき，両機関のデータを統

合して解析する統合解析の準備が進んでいる． 

 

７．１．３ 時代の潮流からの要請 

○新技術への対応 

地殻変動監視や基本・公共測量へのメリットを踏

まえ，次世代 GNSS 技術の導入を進める．測量分野で

の精度は現行でもかなりのレベルに達しているが，

衛星数の増加や L5 周波数の追加等によりアンビギ

ュイティの早期決定が可能となり，効率的な測量の

実施が期待される． 

○利用者ニーズへの対応 

測量の基準を提供し，位置情報サービスを支援す

る立場から，一般利用者のニーズに対応する位置情

報の基盤として必要な機能の拡充を図る． 

○地理空間情報社会の形成促進 

地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年）や宇宙

基本法（平成 20 年）を踏まえ，位置情報の基盤とし

て地理空間情報社会の形成を促進すべく，電子基準

点についても必要な対応を図る． 

 

７．２ GNSS への対応について 

以上の要請を踏まえ，当面次のような観点で電子

基準点の GNSS 対応を検討していく．  

 

７．２．１ 近代化 GPS の全信号への対応 

L2の Pコードが廃止される予定の平成32年（2020

年）までに，現行受信機及びアンテナの更新を完了

させ，受信機更新の際には，近代化 GPS に対応した

最新機種を順次導入することを検討する．L5 受信の

ためにアンテナ更新が必要だが，更新に伴い電子基

準点の測量成果も改定する必要があり，混乱を避け
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るためになるべく一斉に更新する可能性についても

検討することが必要である． 

 

７．２．２ 近代化 GPS と相互運用性のある GNSS

信号への対応 

Galileo の E1（=L1）, E5a(=L5)信号，準天頂衛星

の C/A, L1C, L2C, L5 信号について必要な対応を行

うことを検討するとともに，検討にあたっては，衛

星系の違いによる系統誤差について十分検証を行う

ことが必要である． 

準天頂衛星の技術開発では，LEX 帯（1278.75MHz）

で高精度測位用の補正情報の送信を想定している．

（補正情報の作成には電子基準点データが利用され

る．） 

 

７．２．３ 一般利用者のニーズがある GNSS への 

対応 

その他の GNSS についても，長期的に安定運用され，

市場に対応受信機が出回り，一般利用者のニーズが

見込める場合は，電子基準点で対応することも考慮

する． 

 

７．２．４ リアルタイムデータの配信 

電子基準点で対応する GNSS については，現行の

GPS 同様，リアルタイムデータの配信を行う可能性

についても検討する． 

 

７．２．５ 上記に対応できる新しい中央局の整備 

GNSS の導入，衛星数の増大，リアルタイム解析や

統合解析等に対応した新しいデータ収集・解析・配

信システムの整備について検討する． 

 いずれの施策においても，国費の投入にあたって

必要性と費用対効果を厳しく吟味することは当然で

ある．また衛星測位を巡る動きは激しく，状況の変

化に柔軟に対応して施策を進めることが必要である． 

 

８．まとめ 

本稿では，「人に優しく活力ある国土」を支える縁

の下の力持ち，電子基準点に関する最新の動向を紹

介した．頭文字は変わらないが，GEONET は GNSS 連

続観測システム（GNSS Earth Observation System 

Network）への進化を始めている．インフラとしての

機能を維持しつつ，新たな GNSS や技術革新に対応し，

より高度な目的を達成するため，国土地理院は国と

して必要な電子基準点に関する施策を進めていく． 
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