
野外における長さ標準（トレーサビリティ）に関する研究（第７年次） 

 

 

実施機関     平成 15 年度～ 

測地部測地基準課 高野 和友   

 

１．はじめに 

 国土地理院では，測量機器の精度確保を目的として基線場を維持管理しており，基線場では測量機

器の性能および動作確認のための検定が行われている．計量の分野では，近年，計量標準供給制度（ト

レーサビリティ制度）が発足され，計測の性能をより客観的に保証することが行われており，精度（不

確かさ）表現に関する明確なルールが示されている．この制度では，「長さ」について「光波距離計（光

波測距儀）」による適用指針が示されており，距離比較基線場の成果（基線長）が「光波測距儀」によ

って「長さ」で決定されていると考えれば，成果にトレーサビリティを確保することが望まれる． 

 国土地理院では平成 15 年度より，野外における光波測距儀による距離測定において，トレーサビリ

ティ確保を目的として調査研究を行ってきた．本年度は，つくば地区菱形基線場（以下，「つくば菱形

基線場」という）で４回の成果改定相当の距離測定作業を行った．また，同様な作業を平成 18 年度よ

り続けており，様々な気象条件を持つ良質なデータが多数得られている．本報告では，これらの結果

を用いて，つくば菱形基線場の基線長における不確かさ解析を行った結果について報告する． 

 

２．研究内容 

 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（図－１）．基線測点は５点存在し，いず

れも堅固な構造物で，上面中央に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，

簡単に機器の設置が行えるようになっている． 

 平成 18 年度以降，成果改定相当の距離測定作業を，１－

３，１－５および３－５基線で合計８回を行っている．こ

れらの結果を使用して，作業ごとに測定距離の不確かさ解

析を行い，基線長の最良推定値と不確かさを求めた．後述の通り，得られた最良推定値は作業ごとに

明瞭な差が存在する．そのため，全８作業の結果から，作業ごとに発生する誤差を見積もり，それら

を考慮した上で，改めて不確かさ解析を行った． 

 

３．得られた成果 

作業ごとに得られた，１－５および３－５基線の基線長の最良推定値と不確かさ（拡張不確かさ［包

含係数 k=2］，95%信頼水準）を図－２に示す．図を見てのとおり，作業ごとに明瞭な差が存在してお

り，その値は１－５基線で最大約 1.0 mm，３－５基線で最大約 0.4 mm である．今回対象とした全８

作業では，同一のトータルステーションを使用して距離測定を行った．反射鏡と気象測定装置は複数

のものを適宜選択して使用しているが，各反射鏡は校正を行いその器差が得られており，それらを不

確かさ解析に使用している．また，気象測定装置も構内に設置している標準機と比較をして器差を求

め，それを解析に取り込んでいる．よって，使用する機器によって差が生じるとは考えにくい．この

 

図－１ つくば菱形基線場と基線測点 



差について考えられる原因は，整準台を使用して機器を基線測点に設置する際の設置誤差と考えられ

る．整準台への設置は，アタッチメントを使用した単純な構造になっている．基線測点やアタッチメ

ントは作成時期が古く，摩耗等経年変化を考えれば 0.1 mm 単位の精度で設置されているとは考えにく

い．また，機器を整準台そのものに取り付けることについても，簡単に着脱できるような機械的構造

をしており，同様に，0.1 mm 単位で取り付けされているとは考えにくい．そこで，これらの設置誤差

について見積もるため，上記３基線ごとに基線長の平均値を求め，各平均値からの差を設置誤差と考

えて，３基線による平均を求めた．得られた値は 0.22 mm となった．これは，距離測定におけるばら

つきの要因の一つであると考えられる．そこで，この設置誤差についても考慮して，改めて不確かさ

解析を行った．現在のつくば菱形基線場は平成 19 年度に実施された作業で成果が改定されている．そ

こで，同作業について不確かさ解析を行い，基線長の最良推定値と不確かさを求めた（表－１）．表に

は併せて成果値も示した．なお，現行の適用

指針では，光波測距儀の最大測定距離を 200 m

としており，機器はそれに従って校正されて

いる．そのため，１－３基線は，１－５基線

および３－５基線を足し合わせることで求め

ている．いずれの基線も成果値と変わらない

値となった． 

 

４．結論 

 つくば菱形基線場において，野外における，光波測距儀による距離測定の不確かさ解析を行い，基

線長の最良推定値と不確かさを求め，距離測定における不確かさ解析の手法を示した．これらの結果

は現行の成果値とおおむね一致し，現行の成果についての妥当性も示された． 

 

参考文献 

今井秀孝（1996）：計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本規格協会． 

今井秀孝（2007）：ISO/IEC 17025 に対応した適合性評価と計量のトレーサビリティ，日本規格協会． 

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター（2009）：JCSS 技術的要求事項適用指針－登録に係

る区分：長さ，校正手法の区分（呼称）：距離計，計量器等の種類：光波距離計－（第５版），

http://www.iajapan.nite.go.jp/jcss/pdf/koukaib_f/JCT20107-05.pdf． 
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      図－２ 各作業における基線長（左：１－５基線，右：３－５基線） 

 得られた基線長(m) 成果値(m) 

１－３基線 400.00398±0.00022 400.0039 

１－５基線 200.00141±0.00016 200.0014 

３－５基線 200.00257±0.00016 200.0025 
 

表－１ 得られた基線長と現行の成果値 

    （記号±に続く数は拡張不確かさ） 



セミ・ダイナミック補正手法に関する調査研究（第６年次） 
 

実施期間     平成 16 年度～平成 21 年度 

測地部測地基準課 檜山 洋平  山尾 裕美 

         越智 久巳一 

測地部宇宙測地課 森下 遊 

  

１．はじめに 

測地部では，累積した地殻変動による歪みの影響を測量計算の過程で補正する「セミ・ダイナミッ

ク補正」について検討を行ってきた．この補正を導入することにより，高精度な測地成果 2000 を維持

し，安定した位置情報の利活用が可能になる．ここでは，平成 21 年度に行った調査研究の結果につい

て取りまとめ，報告する． 

 

２．研究内容 

2008 年度版の地殻変動補正パラメータ（以下，「補正パラメータ」という）の作成手法については，

檜山ほか（2009a）において取りまとめたところであるが，2009 年度版補正パラメータの構築にあた

り，測地観測センターから公表される電子基準点日々の座標値が「F3 解」への変更や，今期座標値の

推定方法の高度化に係る検討を踏まえ，補正パラメータの構築方法を変更した（檜山ほか，2009b）． 

 

２－１．F3 解の使用 

電子基準点の日々の座標値は，平成 21 年 4 月 1 日から新しい解析戦略（第４版）による座標値（以

下，「F3 解」という）が提供されている．2008 年度版補正パラメータの作成においては，「F2 解」を

用いて今期座標値を推定していたが，F2 解は平成 21 年 6 月 30 日をもって更新・提供が終了した．こ

のため，2009 年度版補正パラメータ作成にあたっては，今期座標値の推定に F３解を用いた． 

 

２－２．今期座標値の推定 

2008 年度版では，セミ・ダイナミック補正要領（案）（平成 19 年 3 月）に基づき 2008 年 1 月 1 日

から 2008 年 1 月 14 日までの F2 解の平均値を今期座標値としていた．しかし 14 日間という短期間の

データによる推定であるため，積雪による電波障害，凍上現象等の影響を取り込んでしまう恐れがあ

った．そこで，2009 年度版では 2008 年 1 月 1 日から 2008 年 12 月 31 日までの F3 解を用い，各電子

基準点の座標成分ごとに F3解の時系列を再現する近似式を求め，求めた式を 2009年 1月 1日 0時(UTC)

に外挿することにより，今期座標値を求めた． 

まず，今期座標値推定に用いる１年分の F3 解に対して 2009 年 1 月 1 日が基準日となるようにオフ

セット量補正を行った．このオフセット量補正は，今期座標値推定に用いる１年分の F3 解を平滑化し

て推定の精度を上げるために行われる．なお，地震等のために成果が改定された電子基準点及び新設

された電子基準点については成果計算日以降の F3 解を用いた． 

次に，平滑化された 2008 年 1 月 1 日から 2008 年 12 月 31 日までの F3 解に対して式(1)のような関

数関係を仮定し，最小二乗法により係数を推定した．ここで，x は F3 解の x 成分を，t は時間（日単

位）を表す． 
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求めた係数を式(1)に代入し，外挿することによって 2009 年 1 月 1 日 0 時(UTC)における座標値を得

た．ここで得られた座標値に，測量成果の元期から 2008 年 12 月 31 日までのオフセット量を補正して

今期座標値を得た．y 成分，z 成分も同様である．上記の手法を用いて，電子基準点 1220 点の今期座

標値を推定した． 

今期座標値を推定した電子基準点 1220 点のうち，内部評価による較差が大きかった 2 点（960719

「桜島」，960604「硫黄島１」）を除く 1218 点を地殻変動補正パラメータの作成に使用した． 

 

２－３．高度地域基準点測量結果の利用 

2008 年度版補正パラメータは，電子基準点の F2 解に加えて平成 17～19 年度に観測が行われた高度

地域基準点測量の結果（17 地区分 120 点）を用いて作成された． 

2009 年度版では，補正パラメータ作成時点で得られた高度地域基準点測量の結果（F3 解を既知とし

て算出したもの）が平成 20 年度分に限られていたため，平成 20 年度に高度地域基準点測量が実施さ

れた５地区（稚内，名寄，東海，中部日本，函館）32 点について地殻変動量を計算した．このうち外

部評価の制限内に収まった 28 点を，地殻変動補正パラメータの作成に使用した． 

電子基準点日々の座標値及び高度地域基準点測量の結果を用いた補正パラメータの作成方法につい

ては，F3 解に基づく座標値を用いたこと以外は 2008 年度版と同様である． 

 

３．得られた成果 

３－１．2009 年度版地殻変動補正パラメータの作成 

2009 年度版補正パラメータは電子基準点 1218 点，高度地域基準点 28 点における地殻変動量から作

成され，その内部評価結果(RMS)は南北方向 3.3mm，東西方向 2.7mm，上下方向 3.9mm であった． 

 

３－２．平成 21 年度測量作業におけるセミ・ダイナミック補正確認作業 

平成 21 年 4 月から 12 月までに実施された国土調査に伴う基準点測量，三角点改測及び復旧測量に

おいて，各地方測量部等の協力の下，セミ・ダイナミック補正確認作業を実施した（檜山・山尾，2010)．

セミ・ダイナミック補正の導入により，地殻変動量に起因する歪みの影響が適切に補正されているこ

とが確認できた．さらに，補正によって座標最確値の標準偏差が減少する傾向があることから，セミ・

ダイナミック補正を適用することにより，従来法よりも観測結果との整合性が高い座標最確値を得ら

れることが確認できた． 

 

参考文献 

檜山洋平，森下遊，越智久巳一，岩田昭雄（2009a）：セミ・ダイナミック補正手法に関する調査研究

（第５年次），平成 20 年度調査研究年報． 

檜山洋平，山尾裕美，森下遊（2009b）：2009 年度版地殻変動補正パラメータの作成について，平成 21

年度測地部測地基準課技術報告書． 

檜山洋平，山尾裕美（2010）：セミ・ダイナミック補正確認作業について（１），平成 21 年度測地部測

地基準課技術報告書． 

 



ＧＰＳ測量による渡海水準の調査研究 
 

 

実施期間     平成 21 年度 

測地部測地基準課 森田 和幸  髙橋 伸也 

佐藤 雄大 

 

１．はじめに 

現在の渡海水準測量作業については，水準測量作業規程により，レベル・トランシットを用いた方

法が示されている．しかし，作業に要する器材・人員・作業期間等を考えると，必ずしも容易に実施

できないのが現状である． 

GPS 測量機を用いた測量は，従来の方法とは異なり測点間の見通しが必要なく，天候に左右されな

いため作業効率がよく，高精度に位置決定が行える．しかし，GPS 測量機を渡海水準測量に利用した

（以下「GPS 渡海水準測量」という）例は，少ない．これは，GPS 測量機を用いた場合，観測位置を三

次元的に精度よく求められる方法ではあるが，さまざまな要因から従来方式と同等以上の精度で標高

を直接求められないためである． 

 

２．研究概要 

渡海水準測量における従前の精度を目標に，平成 21 年度測地基準課において実施した来島海峡地区

における俯仰ねじ法による渡海水準測量の結果及び GPS 渡海水準測量の結果から，GPS 渡海水準測量

の可能性について考察を行った． 

 

３．試験観測実施内容 

 西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）の来島海峡大橋（愛媛県今治市）周辺において（図－１），

平成 21 年 11 月 24 日～12 月 22 日にかけて GPS 渡海水準測量及び俯仰ねじ法による渡海水準測量の試

験観測を実施した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 作業地域図 



渡海水準点 3 点（渡(1),(2),(4)[偏]）で GPS 渡海水準測量を実施した（[偏]は偏心観測実施点）． 

また，来島海峡地区の局所ジオイドモデルを作成するため，平成 20 年度に全国改測が実施されてい

る今治側の一等水準点 5 点と，水準点 3444 から直接水準で取り付けた仮設水準点 1 点の計 6 点で GPS

測量を実施した．モデルの検証のため，大島側でも一等水準点 2 点と，水準点 I-05 から取り付けた仮

設水準点 2 点の計 4 点で GPS 測量を実施した（図－２）． 

 

 

  表－１ 俯仰ねじ法と GPS 水準測量の比高比較 

 

 

 

※渡(3)は付近の上空視界不良であったため， 

渡(2)から直接水準で取り付けた． 

 

図－２ GPS 水準測量 観測地域図 

４．得られた成果 

GPS 測量により得られた楕円体高と，平成 20 年度に実施された水準測量の標高より，来島海峡地区

の局所ジオイドモデル（図－３）を作成した．日本のジオイド 2000（図－４）と比較すると，傾斜傾

向は概ね同じであった．両モデルは今治側では良く一致したが，大島側でモデル間に 5cm 程度の較差

が見られた．作成したモデルを使用して，渡(1)～渡(2)，渡(3)～渡(4)の比高を算出し，俯仰ねじ法

による観測比高と比較した（表－１）． 

 

図－３ 局所ジオイドモデル（等値線間隔 0.2m）  図－４ 日本のジオイド 2000（等値線間隔 0.2m） 

 

５．今後の課題 

GPS 水準測量について，今回の試験観測により得られた結果から十分な精度であるとの判断は難し

い．しかし，今後は俯仰ねじ法に代わる手法として，GPS 渡海水準測量の可能性を検討していく必要

がある．ジオイドモデルの計算手法にはまだ課題があり，更なる検討，改善が望まれる．これまでに

得られた観測データを用いて,同手法について精度検証を進めたい． 

 

渡(1)～渡(2) 渡(3)～渡(4) 渡(1)～渡(4)

比高（俯仰）[m] +0.5280 -0.1094 -1.1994

比高（GPS） [m] +0.5055 -0.0854 -1.1981

比  高  差 [mm] +22.5 -24.0 -1.5



広帯域化・e-VLBI 技術を活用した測地 VLBI 観測精度の向上と 

迅速な成果算出に関する研究（第１年次） 

 

 

実施期間 平成 21 年度～ 

測地部宇宙測地課 栗原  忍  小門 研亮  

 三浦 優司 

 

１． はじめに 

国際 VLBI 事業(IVS)が次世代の VLBI 技術の有るべき姿として取りまとめた VLBI2010 を踏まえ，観測周

波数の広帯域化，e-VLBI 技術に関する取り組みを実施した． 

 

２． 研究内容と得られた成果 

２．１ 国際観測（IVS-R1）の 512Mbit/sec 記録 

国際 VLBI 事業が主催する国際 VLBI 観測のうち，主に地球姿勢パラメータ（EOP）を迅速に求めることを

目的とした IVS-R1 と呼ばれる観測シリーズは，つくば VLBI 観測局をはじめとする世界第一級の VLBI アン

テナが参加する．従来，この観測のデータ記録レートは 256Mbit/sec で実施されていたが，更なる精度向

上を目指して倍速の 512Mbit/sec でのデータ記録が IVS-R1400（10/13-14）から試みられた．一般に VLBI

では記録レートが高いほど観測毎の信号対雑音比(S/N)が向上する．また、１スキャンあたりの時間が短縮

され，24 時間でより多くの電波星を観測でき，観測精度が向上することになる．つくば局では，平成 19

年度に実施した CONT08 観測で 512Mbit/sec での観測の実績があり，IVS-R1 観測シリーズの 512Mbit/sec

記録は問題なく実施することができた．R1400 に続き，R1401（10/19-20），R1402（10/26-27）も 512Mbit/sec

で実施された．しかし，倍速記録になるとデータ容量も倍になるため，観測局から相関局へのデータ転送

などに時間がかかり，EOP を迅速に求めるという本来の目的を満たせないため，IVS の方針で当面元の

256Mbit/sec に戻すことになった．相関局側のネットワーク環境の改善を待って， 2010 年にも再度

512Mbit/sec の観測を再開する予定である． 

 

２．２ e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転観測 

平成 19 年度から，情報通信研究機構（NICT），スウェーデンカルマーズ工科大，フィンランドヘルシン

キ工科大との共同プロジェクトとして，e-VLBI 技術を活用した迅速地球自転観測実験（通称 Ultra-rapid 

dUT1 experiment）を実施しており，平成 20 年 2 月に，地球自転の速さを表す値 dUT1 を観測後 3 分 45 秒

で算出することに成功したところである．平成 21 年度はこの技術を定常観測として行われている IVS の国

際 24 時間観測に適用し，スウェーデンのオンサラ観測局からデータをリアルタイム転送し，迅速に dUT1

値を算出する実験に取り組んだ．IVS-R1385 (6/30), RD0907 (7/9), R1409 (12/15)など計 8 回の国際 24

時間観測において実験を実施した．オンサラ局のデータは問題なくつくば相関局へと転送された．その後

のデータ変換，相関処理，解析の工程はプログラムによって自動化した．24 時間の観測では，dUT1 値の連

続的な短周期の変化をみるために，35 スキャン毎に 1つの dUT1 値を推定することとした．自動処理の工程

で当初プログラムのバグなどがあったが，改良を重ねて，およそ観測の 20 分後には dUT1 値を算出出来る

ようになり，結果として，数分毎の連続的な dUT1 値が得られた（図－１）． 



235050

235100

235150

235200

235250

235300

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

Time (UT)

dU
T
1
 (
μ

se
c
)

EOP C04(20090820)

RD0907

7/8 7/9

図－１ dUT1 の時間変化（EOP C04 は IERS 公表値） 

IERS が公表している 1 日毎の dUT1 値

（EOP C04）に比べ，より高い時間分解能

で dUT1 値を実測することができた． 

また，R1417(2/9)はオーストラリアで開

催された第 6回 IVS総会開催中に実施され

たため，つくば-オンサラ両局のアンテナ

画像と相関処理フリンジプロット，dUT1 解

析結果グラフを随時更新，表示するデモン

ストレーションを会場内で実施し，好評で

あった． 

 

 

２．３ 高性能デジタルサンプラー（ADS3000+）の導入 

VLBI の観測では，アンテナから送られてくる 500～1000MHz の中間周波数（IF）信号をアナログ周波数変

換装置を用いて2～16MHz程度のビデオ帯域信号に変換した後，サンプリングしてデジタル信号を記録する．

最近のサンプラーの技術の進歩により，IF のアナログ信号をそのままサンプリングすることができるよう

になってきた．ビデオ帯域信号は，IF のデジタルデータから任意に切り出すことが可能である．導入した

サンプラーは NICT とコスモリサーチ株式会社によって開発された「ADS3000+」というシステムである．従

来，アナログ周波数変換装置のフィルターがボトルネックとなって周波数チャンネル毎の帯域幅を自由に

設定できなかったが，このサンプラーの導入により，広帯域な観測が可能となる．また，最大 4Gsps のサ

ンプリングまで可能であるため，IVS が提唱する VLBI2010 の観測仕様を満たしており，将来にわたって使

用が可能と考えられる．さらに，従来型のアナログ周波数変換装置は中間周波数分配器，局部発振器など

様々な装置を用いることで 1 つの機能を果たしていたが，このサンプラーはそれらの装置に取って代わる

ことになり，複雑で多くの装置を必要とする VLBI 観測システムの一部がシンプルになるというメリットも

ある． 

今後は，同装置を使った観測の実運用に向けた取り組み，特に観測制御ソフトウェアからの制御に係る

部分を開発していく必要がある．また，従来型のアナログ周波数変換装置の結果との比較検証なども行っ

ていく予定である． 

 

３． 結論 

平成 21 年度は広帯域化，e-VLBI 等の技術に関して前述のようないくつか新たな取り組みを実施した．こ

れらの取り組みは，VLBI2010 計画の中でも必要とされている要素技術であり，実運用に結びつけていくべ

きものである．NICT などの外部機関とも協力して，今後も引き続き調査研究に取り組んでいく． 
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Matsuzaka, S., H. Shigematsu, S. Kurihara, M. Machida, K. Kokado, D. Tanimoto (2008): Ultra Rapid 

UT1 Experiment with e-VLBI, Measuring the Future", Proceedings of the Fifth IVS General Meeting, 

edited by A. Finkelstein and D. Behrend, Nauka, Saint Petersburg, ISBN 978-5-02-025332-2, 68-71． 
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写真－１ 国土地理院構内グランドに設置 

された試作２号機 

極小アンテナを用いた次世代 VLBI に関する研究（第５年次） 
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１．はじめに 

近年，高周波アンプの低雑音化や ADC の広帯域化により，口径１ｍ級の小型アンテナであっても，

大型アンテナ局を相手局とすることで，高精度な測地 VLBI 観測が可能となってきている（図－１）．

本研究は，情報通信研究機構（以下，「NICT」という.）と共同で行っており，現在，目標にしている

のが，GPS 長距離比較基線場の VLBI 観測による検証である．10km 以上の GPS 長距離比較基線場の改測

は GPS のみによって行われているが，VLBI 観測による検証が実現すると，比較基線場の信頼性が向上

し，長さ標準のトレーサビリティ体系構築にも活用が期待できる． 

本システムの開発は，GPS 長距離比較基線場への適用を当面の目的として進めているが，可搬性の

利点を生かして，将来的には全国の拠点的な地域への配備による測地網の規正やアジア太平洋地域の

地殻変動監視などの応用へつなげることができる． 

 

２．研究内容 

平成 21 年度は製作した試作２号機を設置する

とともに，試作初号機，試作２号機を用いて測地

VLBI 実験を実施した．詳細を以下で述べる． 

 

２．１ 試作２号機の設置，性能評価 

国土地理院構内のグランドに試作２号機を設

置した（写真－１）．試作２号機設置後にシス

テム雑音温度計測，フリンジ（干渉縞）検出試

験といった性能評価を実施した．また，設置前

に受信機雑音温度を計測した． 

 

２．２ 測地 VLBI 実験 

2009 年６月に試作初号機の性能評価をかねて，試作

初号機，つくば 32ｍアンテナ，鹿島 11ｍアンテナ間で

測地 VLBI 実験を実施した．また，2009 年 12 月には，

新たに設置した試作２号機とともに，試作初号機，つ

くば 32ｍアンテナ，鹿島 34ｍアンテナ間で測地 VLBI

実験を実施し，極小型アンテナを用いた VLBI システム

の検証を行った． 

 

 



３．得られた成果 

３．１ 試作２号機の設置，性能評価 

設置前にＹ係数法（情報通信研究機構 新世代ネットワーク研究センター 光・時空標準グループ，

2008）を用いて受信機雑音温度を測定した．Ｘ帯，Ｓ帯ともに約 75Ｋという値を得た．これは，低雑

音アンプの性能から予想される値とほぼ一致した．また，アンテナ設置後に R-Sky 法（情報通信研究

機構 新世代ネットワーク研究センター 光・時空標準グループ，2008）を用いてシステム雑音温度を

計測した．得られた値は，Ｘ帯で約 160Ｋ，Ｓ帯で約 200Ｋであった．2009 年 12 月に試作２号機のフ

リンジ検出試験を実施した．つくば 32ｍアンテナを相手局として行い，Ｘ帯，Ｓ帯の両方でフリンジ

を検出することに成功した．しかし，Ｘ帯の各チャンネルの相関振幅が２倍近く異なるという問題が

あった． 

 

３．２ 測地 VLBI 実験 

2009 年６月に実施した測地 VLBI 実験では，（測地 VLBI 実験で一般的な）24 時間の観測を行った．

実験は，大きな問題もなく実施することができ，基線解析結果，測位解を得ることにも成功した．各

基線の基線長推定誤差は，約３mm であった．この実験結果によって，試作初号機（駆動系，受信機）

に大きな問題がないことが確認できた．また，目標とする基線長測定精度（測定の再現性±２mm 以下）

についても，観測の広帯域化や観測スケジュールの最適化によって達成できる見通しが立った． 

2009 年 12 月に実施した測地 VLBI 実験も同様に 24 時間の観測を実施した．実験開始から 30 分程度

は，試作初号機の記録装置の不具合でデータを記録することができなかったが，それ以外は大きな問

題はなく実験を終了することができた．しかし，基線解析では，解析途中の遅延残差にバンド幅合成

の通常のアンビギュイティ（200nsec）より小さなもの（サブアンビギュイティ）が見つかった．これ

らは，解析の際に外れ値として処理する他はなく，結果として推定に使用できる観測数が少なくなり，

測位の推定誤差が増大する．特に鹿島 34ｍアンテナを含む基線でその影響が大きく，正確な測位解を

得ることができなかった．つくば 32ｍアンテナ，試作初号機，試作２号機の基線では，測位解を得る

ことができた． 

 

４．まとめ 

極小型の VLBI システムの試作２号機を設置し，雑音温度計測とフリンジ検出試験を実施した．これ

らの結果から，この試作２号機が VLBI 観測可能であることが確認できた．また，試作機を用いた測地

VLBI 実験を２回実施した．いずれの実験も，いくつか課題は残ったものの，測位解を得ることに成功

し，試作機が 24 時間の測地 VLBI 実験に利用可能なことが実証できた．今後は，チャンネルごとに異

なる相関振幅やサブアンビギュイティといった課題の改善に取り組む必要がある．また，同一基線で

複数回の測地 VLBI 実験を行い，再現性の評価を実施していきたい． 

 

参考文献 

情報通信研究機構 新世代ネットワーク研究センター 光・時空標準グループ（2008）：鹿島 34ｍアン

テナ 2008 年 年次報告書，2009，58-61． 



アジア太平洋地域地殻変動監視のための宇宙測地観測データ等の 
流通・活用推進体制の構築手法に関する研究 
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1．はじめに 

巨大地震，津波，火山噴火，地滑り，地盤沈下などの地殻活動だけでなく，砂漠化の進行，森林火

災，洪水，台風など甚大な被害を及ぼす自然現象への対応という課題は，被害が及ぶ範囲の規模や監

視体制の構築から，一つの国家だけで網羅するより，関係地域の多くの国家や国際組織と連携して取

り組むべき課題であると言える．地球観測に関する政府間会合（GEO：Group on Earth Observations）

のもとで進められている「全球地球観測システム（GEOSS）10 年計画」では，既存及び将来の人工衛

星や各種の地上観測などを連携させて世界全域を対象とした包括的な観測システムを今後 10 年間で

構築しようと展開しており，適切なデータ保管・流通提供体制の確立に向けた取り組みが続けられて

いる．また，日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）が 2005 年から進めているセンチネルアジア（Sentinel 

Asia）では，主としてアジア－太平洋地域を対象とした防災への貢献に比重を置いて，地球観測衛星

のデータを用いた画像解析から災害地域を抽出して，救助活動や復旧計画に有効な情報が web を通じ

て公開提供されている．また，災害監視に関わる人材の育成に向けた能力開発にも力を入れている．  

国土地理院はアジア太平洋地域の防災・減災に貢献するため，先端的な測地観測技術を活用した地

殻変動監視事業を 2006 年から展開している．この事業では，関係各国や国際組織との協働を通じた観

測の推進，観測データの収集と管理，観測データの統合と解析，監視情報の公開提供と利活用推進に

取り組んでいる．この事業の開始から 3 年が経過して，我が国をめぐる経済情勢や歳出削減などの行

政に対する要請に直面している．前述の GEOSS やセンチネルアジアなど並立するプロジェクトの多

様な取り組みを参考にしながら，アジア太平洋地殻変動監視の今後の事業展開の方向性の検討への寄

与を目的とした調査研究に取り組む．  

 

2．研究内容 

宇宙測地技術を利用して測地学的な側面から講じられるアプローチは地殻活動の監視にあたって有

効と考えられる．精密な地殻変動観測に欠くことのできない常套の手段となっている GPS，VLBI，SAR

などの宇宙測地技術には，それぞれ特徴がある．例えば，面的な地盤変動の抽出に有効な干渉 SAR 技

術は，巨大地震の発生メカニズム解明や被害地域の把握に役立っている．アジア太平洋地域地殻変動

監視事業において，現時点では GPS を基幹とする観測手法にしており，利用者への提供可能な監視情

報としても，太平洋プレート上の拠点的島嶼部で実施している GPS 連続観測データだけにとどまって

いる． 

この研究では，アジア太平洋地域地殻変動監視事業の高度化に向けて，観測データ・解析結果の活

用性を多角的に検討し，提供情報内容の拡充と関係各国へ効率的な情報流通を図るための最適な方策

を検討する．そのため，以下に掲げる取り組みを進める：①アジア太平洋地域から干渉 SAR 解析によ

る災害監視に適した事象を抽出し，解析を進めて成果の蓄積を図る．②干渉 SAR 技術と GPS 観測の



組み合わせによる精度評価等をおこなう．③アジア太平洋地殻監視事業を仲介とした干渉 SAR 解析結

果の海外ユーザー向け提供体制を検討する．④他の先端的測地技術（VLBI，重力測定等）に関するア

ジア太平洋地域での利活用性を検討する．  

 

3．得られた成果 

初年度にあたる平成 21 年度は，平成 21 年度部外研究員制度を活用して，差分干渉 SAR 処理結果の

利用及び成果提供方法に関する検討を行った．  

（1）海外地域への差分干渉 SAR 処理の利用：  海外地域を対象にした差分干渉 SAR 処理から，火山

噴火や地震による地殻変動の抽出を試みた．火山噴火による地殻変動の事例として，レユニオン島（ア

フリカ東方沖にあるフランス領）にあるフルネーゼ火山で発生した 2007 年 4 月の噴火の前後で撮影さ

れた ALOS／PALSAR 画像を用いた．また，地震による地殻変動の事例としては，XINJIANG-XIZANG 

BORDER REGION で発生した 2008 年 3 月の地震（マグニチュード 7.2）の前後で撮影された ALOS／

PALSAR データを用いた．差分干渉 SAR 解析から，どちらの事例でも地殻変動の変動量や変動が発生

した範囲を明瞭に捉えることができた．一方，インドネシア共和国パダン市沖のシベルト島を対象と

した定常解析の試みからはノイズレベルを越える地殻変動は検出されなかった．大気中の水蒸気や電

離層の影響で干渉性が低下したと考えられる．コヒーレンス画像の目視判読から，干渉度と撮影間隔

について定性的に評価をおこなった．シベルト島の事例では，数ヶ月程度の撮影間隔で干渉度が低下

して，日本における定常観測と比べると干渉度の低下する撮影間隔が短い．これには植生の成長速度

が速く，短期間で地表面の状況が変化するためと考えられる．  

（2）成果提供方法に関する検討： 海外に設置されている国土地理院の GPS 連続観測点では，数ヶ月

おきに観測データを収納した記録媒体が郵送されている．このデータ収集方式では観測がおこなわれ

てからデータを得るまでに大幅な遅延を招くことになるため，災害発生予測や監視情報の迅速な提供

にとって支障をきたす．観測デーt の収集から配信までの時間を大幅に短くする体制の構築を検討し

ていく必要がある．また，監視情報をわかりやすい表現や体裁で提供することが必要と考えられる．

干渉 SAR 解析結果の表示として現在用いられているフリンジ画像（縞模様）の他に，変動量画像，等

変動量コンターまたは等変動量コンターの鳥瞰図など，様々な表示方法を検討した．  

 

4．結論 

差分干渉 SAR 手法によるアジア太平洋地域地殻変動監視を想定して，海外地域を対象に解析事例の

構築をを試みた．火山や地震による地殻変動などのノイズレベルを越える変動に対しては，海外地域

においても干渉 SAR による観測が有効であることがわかった．海外地域に対する定常観測を試みる際

は，大気水蒸気，電離層，撮影間隔に注意が必要であることが示唆され，その課題について整理した．  

 

参考文献 
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山根 尚文（2009）：“アジア太平洋地域地殻変動監視のための構築手法に関する研究”，平成 21 年度部

外研究員研究報告書．  



アジア太平洋地域地殻変動監視への取り組み 
 

 

実施期間           平成 18 年度～ 

測地部 宇宙測地課  町田 守人  唐沢正夫 

                   松坂 茂 

 

1．はじめに 

アジア－太平洋地域では巨大地震，津波，火山噴火などの地殻活動に起因する自然災害を繰り返し

被ってきた．この中には，スマトラ沖地震のように激甚被害をもたらした事例も起きている．自然災

害から及ぼされる人的被害・社会的損害の防止・軽減は，アジア－太平洋地域に共通する課題の一つ

となっている．広大なアジア－太平洋地域において地殻変動の監視体制を確立するには，各国との連

携や相互理解が求められる．国連アジア太平洋 GIS 基盤常置委員会（PCGIAP）を通じて，以前から測

量・地図作成分野に関してアジア太平洋諸国が連携するための枠組みが形成されてきた．スマトラ沖

地震による津波被害を一つの契機として，自然災害への対応も視野に入れた取り組みの必要性が提唱

され，測地学的手法による広域の観測体制構築が PCGIAP で議論されてきた．アジア太平洋地域での地

殻変動監視の推進を基軸とする測地関連事項が採択された第 12 回 PCGIAP 総会（2006 年 9 月）に続き，

第 15 回 PCGIAP 総会（2009 年 10 月）でアジア太平洋地域の測地基準系構築（APREF）の推進をはじめ

とする測地関連事項を含む決議が採択され，地殻変動監視の体制構築をより具体的に推進する状況が

導き出されてきた． 

「アジア太平洋地域地殻変動監視」は測地学的な観測による地殻変動の監視を通じた発生機構の解

明，災害発生予測，測地基準座標系の構築に取り組むことを主な目標としている．第 12 回 PCGIAP 総

会での決議を踏まえて，平成 18 年度に測地部の事業として立ち上げられて以来，宇宙測地課が事務局

となって観測設備の機器更新や事業展開に必要な基盤の整備を進めてきた． 

 

2．研究内容 

地震・火山などの地殻活動はプレート運動やプレート間相互作用と基本的な関わりがある．GPS や

VLBI などの先端的な宇宙測地技術は汎地球規模での精密な地殻変動観測に欠くことのできない常套

の手段となっている．アジア－太平洋地域における自然災害への対応や災害予測という課題に取り組

む上で，宇宙測地技術を利用して測地学的な側面から講じられるアプローチは地殻活動の監視にあた

って有効と考えられる．但し，広大なアジア－太平洋地域の地殻変動監視は一つの国家だけで網羅す

るより，関係地域の多くの国家と共通して取り組むべき課題であると言える．当研究では，GPS 連続

観測を継続するとともに，観測データの収集と管理，観測データの統合と解析，観測成果の公開と利

活用の推進，外部プロジェクトの連携や共生を通じた国際協働の枠組みの形成などについて調査・研

究・開発を行う． 

 

3．得られた成果 

３．１ GPS 連続観測： タラワ島，クリスマス島（キリバス共和国），ラロトンガ島（ニュージーラ

ンド領クック諸島），マンガレバ島（フランス領ポリネシア）で関係諸国との国際協働により GPS 連続

観測を実施した． 



３．２ オンライン伝送方式への移行： 海外の観測点をオンライン化して，インターネット経由での

データ伝送方式へ移行させることは，観測データの収集に関する戦略の一つである．平成 21 年度はク

ック諸島ラロトンガ島の GPS 観測設備に対して改造を加え，オンライン伝送方式へ変更した．GPS 受

信機を Trimble 製 4000SSE から Trimble 製 5700－Ⅱに交換した．GPS 受信機から読み出された GPS 連

続観測データはデータ格納装置上で 1 日単位で Rinex フォーマットに整約され，回線終端装置（ADSL

モデム）を仲介して電子メールの添付ファイルとして 1 日毎に自動的に国土地理院へインターネット

経由で伝送される．現地のネットワーク環境が安定していないため，オンライン伝送方式とともに当

面は二次記録媒体（光磁気ディスク）へのバックアップも継続する． 

３．３ 観測点の拡充： 地理地殻活動研究センターが取り組んでいる「インドネシアにおける地震火

山の総合防災策にかかる地殻変動観測研究」と連携して，インドネシア共和国での GPS 連続観測点設

置に取り組んだ．インドネシア共和国側からの参加しているバンドン工科大学の協力のもとで，2009

年 8 月に GPS 連続観測点の設置候補地を選定する現地調査をおこない，10 月にジャワ島西部に 4 点，

スマトラ島北西部に 1 点の GPS 連続観測点を設置することができた．得られるデータを「アジア太平

洋地域地殻変動監視」のデータベースに取り込んで活用を図る予定である． 

３．４ 観測成果の利活用の促進： 観測成果等の公開提供の役割を担うアジア太平洋地殻変動監視シ

ステムは，PostgreSQL 内に格納された GPS 連続観測データ（Rinex フォーマット）を観測地・観測日

等の条件で検索して，要求元クライアント（利用者）へダウンロードサービスを提供することを基本

的な機能としている．平成 21 年度は，新規に観測点を登録する機能の搭載や，セキュリティの強化，

個人情報の暗号化管理，利用者が閲覧する GUI の改良をおこなった． 

３．５ 多種類の測地観測データの統合： 平成 21 年度部外研究員制度を活用して，地殻変動を広汎

に捉える上で有効である SAR を組み合わせた地殻変動監視について検討をおこなった． 

３．６ 国際協働の推進： キリバス共和国タラワ島に設置している GPS 連続観測設備の機器調整を実

施するとともに，キリバス気象事業局（Kiribati Meteorological Service）と GPS 連続観測に係る協

定更新の協議をおこなった．このほか，PCGIAP が提唱するアジア太平洋地域測地基準座標系（APREF：

Asia and the Pacific Reference Frame）の構築プロジェクトへの参加を検討した． 

 

4．結論 

アジア太平洋地域の地殻変動監視に向けて，観測とデータの管理・公開提供領域での基盤整備を進

めた．観測データのオンライン伝送化は次年度以降，他の観測点についても漸次進める予定である． 

 

参考文献 
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干渉 SAR 技術と精密水準測量を併用した地盤沈下量の調査に関する研究 
 

 

実施期間     平成 19 年度～平成 21 年度 

測地部宇宙測地課 森下  遊  鈴木  啓 

雨貝 知美        

 

１．はじめに 

宇宙測地課では，高精度地盤変動測量として，陸域観測技術衛星「だいち（ALOS）」に搭載されてい

る L バンド合成開口レーダー（PALSAR）の観測データを用いて，SAR 干渉解析を定常的に実施してい

る．対象とする現象は地盤沈下，火山及び地すべりであり，これまでに数多くの変動が検出されてい

る．一方，現状で地盤沈下を監視する手段として，国及び地方公共団体による定期的な水準測量が実

施されている．しかし，財政状況の悪化や地盤沈下の沈静化等に伴い，水準測量を利用した地盤沈下

監視が縮小傾向にあるため，干渉 SAR を用いた，より効率的な水準測量の実施が求められている．そ

こで，宇宙測地課では，地盤沈下監視における干渉 SAR の実用化を目指し，平成 19 年度から干渉 SAR

と水準測量の並行観測による精度検証を実施してきた．本稿ではその最終結果を報告するとともに，

スタッキング手法を用いた干渉 SAR の精度向上を試みたので，その結果を報告する． 

 

２．研究内容 

 2006 年４月 27 日と 2007 年４月 30 日の観測データを用いて SAR 干渉解析を行ったところ，津軽平

野の一部で最大沈下量が４～５cm の地盤沈下が検出された．しかし，現地において目立った被害は無

く，この地盤沈下域を通過する水準測量はこれま

で行われていなかった． 

 そこで，同地域において干渉 SAR の結果を参考

に簡易な水準路線を新設し，2007 年 11 月，2008

年４月及び 2009 年５月に水準測量を実施した．ま

た ， 水 準 測 量 実 施 日 と 同 時 期 に お け る

ALOS/PALSAR の観測要求を提出した．水準測量と

干渉 SAR によって得られた結果の比較により，精

度検証を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 短期間の変動・長期間の変動の精度検証 

 ３回の水準測量により，2007 年 11 月～2008 年

４月の変動（短期間）と，2007 年 11 月～2009 年

５月の変動（長期間）を計算した．干渉 SAR も同

様に，水準測量実施日に近い観測日のデータを用

いて短期間と長期間の２期間の解析を２方向それ

ぞれにおいて行い，得られた変動量に水準測量と

間隔日数を合わせるように係数を乗算し，２方向

図－１ 短期間の干渉 SAR の結果と水準路線 



の結果を合成する 2.5 次元解析を行うことで，短

期間と長期間の上下変動量を計算した． 

 図－１より，地盤沈下地域の中心を通過するよ

うに水準測量を実施することに成功したといえる．

また図－２より，地盤沈下の進行が水準測量，干

渉 SAR 共に捉えられており，沈下の傾向や中心の

位置は良く一致している． 

 

３．２ スタッキングによる変動速度の精度検証 

 干渉 SAR は大気や電離層による影響を受けやす

く，個々の SAR 干渉解析結果の地表変動計測精度

は数 cm である．実際前項の結果では，水準測量と

干渉 SAR から得られた変動量の間には，1～２cm

程度の差異が存在している．しかし，全国的に見

ると年間の沈下量が１cm を超える地盤沈下地域

は多くなく，現状の精度では，干渉 SAR で検出で

きる地盤沈下地域がある程度沈下量の大きい地域

に限られてしまう． 

 この精度の問題を解決する手法の一つとして，

複数の解析結果を平均計算するスタッキングが挙

げられる．複数の解析結果を加算していくことで，

大気等の時間的にランダムな誤差は打ち消され，

０に近づくはずである．そのようにしてノイズレベルを下げ，計測精度を上げることがスタッキング

の目的である（森下ほか，2010）． 

 今回の実証実験においては，２方向それぞれ４ペアずつの解析結果を用いてスタッキングを行い，

１年間の変動速度を求めた．得られた２方向の結果を用いて 2.5 次元解析を行い，上下方向の変動速

度を計算した（図－３）．その結果，水準測量と干渉 SAR の結果の差の RMS が 0.3mm となり，大幅に精

度が向上した． 

 

４．結論 

 干渉 SAR を参考に水準路線を選定し，水準測量を実施した結果，水準測量と干渉 SAR の両方で地盤

沈下の進行が検出され，少数の配点で地盤沈下を詳細に監視することができた．このことから，干渉

SAR を活用した効率的な水準測量の実施が有効であることが証明された．また，スタッキングによっ

て計測精度が向上し，これまで個々の解析結果では見出せなかった沈下速度の小さい地盤沈下を検出

することができる可能性も示すことができた． 

 今後は，スタッキング適用地域を全国の地盤沈下地域に拡大し，効率的な水準測量が実施できるよ

うな精度を持った干渉 SAR による地盤沈下検出事例を増やしていく． 

 

参考文献 

森下遊，鈴木啓，雨貝知美，唐沢正夫，藤原みどり（2010）：干渉 SAR を活用した効率的な水準測量の

実施へ向けた取り組み，国土地理院時報，120，17-22． 

図－２ 水準測量と干渉 SAR の結果の比較 

図－３ 水準測量と干渉 SAR のスタッキン

グ結果の比較 



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２年次） 

―磁気図の精度検証及び評価― 
 

 

実施期間     平成 20 年度～ 

測地部物理測地課 石倉 信広  田上 節雄 

 

１．はじめに 

地磁気係では，2010.0 年磁気図作成のために地磁気時空間モデルの技術開発を実施している．この

うち平成 19 年度までに地磁気時空間モデルの基礎的な技術開発は終了した．平成 20 年度は，磁気図

の作成に必要なデータセットを自動で作成できるプログラムを開発し，平成 21 年度は，地磁気時空間

モデルの内部精度としてモデルに使用した点の実測値とモデルの差を，また外部精度としてモデルに

使用していない点の実測値とモデルの差の検証及び評価を行った． 

 

２．研究内容 

昨年度は，地磁気時空間モデルを使用して 1970 年～2008 年までの観測データによる磁気図を作成

した．本年度はその磁気図を用いて同モデルの精度を検証した． 

精度の検証は，磁気図の作成過程に応じて，次の方法で確認する． 

①NOC(地磁気の変化を，時間方向の変化の主成分とその重量に分ける操作)の入力値と出力結果の差 

②離散的空間関数(時間関数の重量)の補間の精度 

③一等磁気点の実測値とモデル計算値との差の精度 

④従来手法（10 年間の変化量を求め，前回の磁気分布成果に加味する手法）と新手法（地磁気時空

間モデルの採用）による磁気図の値の差 

精度の評価は，全国の一等磁気点について実測値とモデル計算値との差で精度検証を行い，磁気図

の等値線間隔の半分の値（5′，50nT）を満たしていれば，二等磁気点にも同モデルを適用して計算す

ることに問題ないと判断できる． 

 

３．得られた成果 

①NOC の入力値と出力結果の差 

 XYZ 成分で，観測所における入力値と結果の差は 10nT 以内であった．NOC の計算に問題はない． 

②離散的空間関数の補間の精度 

時間関数の成分が高次になるほど経緯度の二次多項式では表現しづらくなる．４次程度までの成

分を補間するには二次多項式が使用可能と言える． 

③一等磁気点の実測値とモデル計算値との差の精度 

図－１は，一等磁気点「氷見(富山県)」と「淡路(兵庫県)」の実測値とモデル計算値のグラフで

ある．○印は実測値で，点線はモデル計算値であるが，氷見のように実測値とモデル計算値がよ

く一致している点がある一方，淡路のようにあまり一致していない点もある．そのほかの磁気点

において差の大きさが 50nT 程度に達するものもあるが，磁気図の等値線間隔(100nT)の半分程度

である． 



 

図－１ 実測値とモデル計算値のグラフ 

 

④従来手法と新手法による磁気図の値の差 

従来手法と新手法による磁気図の精度を比較するために，2000.0 年磁気図との差をとった．全般

的に D,Iの差は 5′，H,Z,Fの差は 50nT以内に収まっている．なお，図－２の描画には「GMT(Generic 

Mapping Tools)」を使用した． 

 

図－２ 従来手法と新手法による偏角の差 

 

４．結論 

地磁気時空間モデルの精度は，二等磁気点を含んだ磁気図の作成を目的に使用する場合は十分な精

度を有するとの結果を得た．ただし，NOC を用いて時空間モデルを作るには，モデルを作成する期間

の連続的なデータが必要であるため，1996 年から観測を開始した基準磁気点(連続観測点)の実測値は，

今回の精度検証を目的としたモデル作成のデータとしては取り込んでいない．今後は，2000.0 年の磁

気点の実測値を固定し，2000 年を始点とする地磁気時空間モデルに基準磁気点の実測値を取り込むこ

とも試みたい． 

 

参考文献 

IAGA Division V-MOD Geomagnetic Field Modelling (http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf. 

html), accessed 1-30-2010. 

石倉信広，篠原將人（2008）：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）―

磁気図データセット作成の自動化―, 平成 20 年度国土地理院調査研究年報． 
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重力基準網の高度化に関する研究（第４年次） 

 

 

実施期間         平成 18 年度～平成 21 年度 

測地部物理測地課 本田  昌樹  菅原 安宏 

    植田  勲 

 

１．はじめに 

1974 年に国際重力基準網 1971（IGSN71）が公表され，これに基づき日本重力基準網 1975（JGSN75）が 1976

年に公表された（国土地理院，1976）．その精度は，0.1mGal である（Kuroishi and Murakami，1991）． 

その後，1997 年に日本重力基準網（JGSN96）が公表された．この精度は JGSN75 より１桁良い 0.01mGal で

ある（測地部，1997）．JGSN96 は JGSN75 に基づいて決定された約 14,000 点の二等重力測量の成果との結合

が期待されたが，これは実現できていない． 

これを踏まえ，JGSN96 よりも基準重力点を増設した新しい日本重力基準網（JGSN2010）の構築及び二等重

力測量の成果との結合のために 29 点の基準重力点における基準重力測量と，約 150 点の基準・一等重力点お

よび水準点における一等重力測量を実施し，2009 年度までに全国の測量を終了した．JGSN2010 の網図は図－

１のとおり． 

本研究は，これまでに得られた基準および一等重力測量に基づき新しい重力基準網の構築を行うとともに，

過去の二等重力測量データを整理し，その成果の結合を行うものである． 

 

２．重力基準網の構築手順 

① 絶対重力計 FG5を用いて 1998年以降に基準重

力測量を実施した全国 29点の基準重力点の重力

値を決定する． 

② この基準重力点の重力値を基準としてラコス

ト重力計を用いて 1997年以降に一等重力測量を

実施した基準・一等重力点，水準点約 150 点か

らなる一等重力網（JGSN2010）を決定する． 

③ JGSN2010 を基準として二等重力測量へ成果を

結合する． 

 

３．研究内容 

今年度に実施したのは以下のとおりである． 

① 一等重力網のデータの点検および網平均計算 

② 基準，一等重力点の位置決定作業および標高

取付作業                        図－１ JGSN2010 の網図 

③ モデル地区における二等重力測量データの整理と試算 

 

４．得られた成果 

① 一等重力網のデータの点検および網平均計算 



  一等重力網のデータに移転に伴う新旧重力点の測定と検測のデータを加えた．測定ミスやテアについ

て再度，区間を抽出した．ドリフト補正方法について検討し，最も一般的な方法である網平均計算の中

で推定することにした． 

一等重力網平均計算の結果，未知の測定点の重力値の標準偏差は 0.002～0.010mGal（平均 0.006mGal）

となった．これは目標精度の 0.010mGal を上回るものである． 

② 基準，一等重力点の位置決定作業および標高取付作業 

平成 20 年度に引き続き, 基準，一等重力点の位置情報の高精度化のため経緯度決定作業および標高取付

作業を実施した． 

経緯度については，位置の読み取りにオルソ画像を用いて重力点 42 点の図上読み取り作業を行い，その

ほか可能な範囲で現地作業を行った．現地作業は，重力点16点においてGPS測量あるいはEDM測量を行い，

測量精度に応じて 0.01～0.0001″単位で経緯度を求めた（本田昌樹，2009a)，（本田昌樹，2009b)． 

標高については，標高取付が未実施であった重力点で標高取付を行い，札幌 GS，西表島，宮古島 GS を

除く重力点では１m 以下の単位で標高を求めた．標高取付が未実施の３点については平成 23 年度までに標

高取付を実施する予定である．また，2000 年平均成果に基づく標高にするために改算を行った． 

今後も，水準測量の全国改測や重力測量のなかで重力点の標高取付を実施し，2000 年平均成果に基づく

標高を整備する予定である． 

③ モデル地区における二等重力測量データの整理と試算 

JGSN2010 を基準とした二等重力測量成果の全国整備に向けて，二等重力データの整理手法，問題点の洗

い出し，作業量の見込みについて検討するためのモデル地区として四国地区を選定した．このモデル地区

において，解析ソフト（一等重力測量と同様）フォーマットでのデータ整備，網図作成，既知点の履歴調

査，網平均計算（試算）を行った（植田勲，2010）． 

５．結論 

今年度は，一等重力網の網平均計算と，基準，一等重力点の位置決定作業および標高取付作業とを実施す

るとともに，二等重力測量データのモデル地区の整理と試算を行った． 

今後，JGSN96 など過去の重力基準網と比較検証し，JGSN2010 を公表する． 

二等重力測量データについては，モデル地区の計算を行い，問題点の抽出および対処を検討し，二等重力

データの更新に向けて作業を進めていく． 

 

参考文献 

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. 

Kuroishi and Murakami (1991)：Results of Absolute Gravity Measurements by GSI(Ⅲ),Bulletin of the 

GSI,36,21-31. 

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. 

本田昌樹(2009a)：重力点の経緯度の読み取り作業について，技術報告． 

本田昌樹(2009b)：重力点の経緯度の読み取り作業について（２），技術報告． 

植田勲（2010）：日本重力基準網 2010 への二等重力測量結果結合のための課題整理，技術報告． 



ジオイド・モデル改定に向けた解析手法の研究について（第５年次) 

－ジオイド・モデル ver.5「日本のジオイド 2000」の構築－ 

 

実施期間     平成 17 年度～ 

測地部物理測地課 小板橋 勝  油井 智史 

          日下 正明 

１．はじめに 

ジオイド・モデル「日本のジオイド 2000」は,2001 年３月に北海道,本州,四国,九州,沖縄地域が初

版（Ver.1)として整備された.その後,離島地域 58 島が追加され,現在最新のモデルは,ver.4 として

2005 年 12 月に公開した. 

昨年度は,ver.4 まで未整備地域になっていた屋久島,トカラ列島,御蔵島,青ヶ島,父島,母島,小呂

島,舳倉島,久高島,津堅島,宮城島等の地域を追加したジオイド・モデル ver.5 の試作モデルが完成し

た.今年度は,再度それぞれの地域や島に最適なモデルの作成方法について検討を行い,ジオイド・モデ

ル ver.5 が完成したので報告する. 

 

２．研究内容 

離島部におけるジオイド較差（GPS/水準によ

るジオイド高とジオイド・モデルによるジオイ

ド高との差）を用いたジオイド・モデルの作成

方法としては,大きく分けて２種類ある.１つは,

本土のデータと一括して共分散関数を用いた最

小二乗コロケーション法により JGEOID2000

（Japanese Geodetic Datum 2000）の補正モデ

ルを求め,島のジオイド・モデルを作成する方法

（以下,「LSC 法」という）.もう１つは,個別に

GMT（Generic Mapping Tools）を用いて島のジ

オイド・モデルを作成する方法（以下,「GMT 法」

という）である. 

これまでのジオイド・モデルの作成方法を決

定する時の判断要素としては,本土との距離及

びその間の海底地形の起伏が上げられる.しか

し, LSC 法及び GMT 法は,単一の島においてその

面積を考えて,十分な点数のデータがあるもの

を想定しており,今回の対象地域では屋久島を

除き多くても 5 点しかないため,別の方法を考

える必要がある.また,島が小さく,解析に十分なデータがない場合,その情報量に見合った補正モデル

を作ることが大切であり,少ない情報量しかない時にLSC法やGMT法により高次の補正モデルを作成す

べきではない. 

そこで新たに２種類の作成方法で検討することとした.１つ目としてジオイド較差の平均値をバイ

表１ ジオイド・モデル ver.5 の構築概要 

 



アス値として JGEOID2000 に補正する「バイアス補正モデル」.２つ目としてジオイド較差の分布から

最小二乗法により最適な面を決定し,JGEOID2000 に補正する「平面補正モデル」である. 

また, ジオイド・モデルは楕円体高から標高に補正するためのモデルなので,標高を決めている基準

が最も重要である.そのため,標高基準の異なるデータを同時に使用しないよう考慮し,単一の島毎で

モデル化を行った.今回のジオイド・モデル ver.5 作成での各地域の作成方法及び設定は,表１に示す

とおりである． 

 

３．得られた成果 

各地域でのジオイド・モデル Ver.5 の検証として,実測したジ

オイド高データと作成したジオイド・モデルによるジオイド高を比

較し,精度評価（内部評価）を行った.その結果,最大値と最小値の差

が大きいところで 0.054m,残差の RMS でみると最大 0.022m であった.

（表２） 

また,ジオイド・モデル数値データについて,次の４種類の方法で

点検を行った.①公表済み地域のデータの確認,②公表対象地域の計

算範囲の確認,③数値の点検,④公表済地域との整合性.その結果,ジ

オイド・モデル数値データに問題がないことが確認できた. 

 

４．結論 

今回,ジオイド・モデル ver.4 まで未公開地域になっていた屋久島,トカラ列島,御蔵島,青ヶ島,父島,

母島,小呂島,舳倉島,久高島,津堅島,宮城島等を追加したジオイド・モデル ver.5 を作成した.しかし,

離島において標高基準の違いにより,三角点の標高成果とジオイド・モデルとの不整合が生じている地

域もわかった. 

今後も,ジオイド・モデルの検証作業を行うとともに,次世代モデルの作成方法の検討やそのための

ジオイド高データの整備を行う必要があると考える. 

 

参考文献  
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１年次）～青ヶ島における標高成果とジオイド・モデルの整合性について～，平成 17 年度国土地理

院調査研究年報，49-50． 

渡辺政幸，齋田宏明(2007)：ジオイド・データ地理情報標準化と提供について,第 19 回国土地理院技

術報告会． 

表２ 精度評価 

 



REGMOS における通信機能の高度化に関する研究（第３年次） 

－新しい REGMOS 用通信制御装置の作成－ 
 

実施期間     平成 19 年度～平成 21 年度 

測地部機動観測課 横川 正憲 

 

１．はじめに 

機動観測課では,火山地域における地殻変動を監視するため,火口周辺やインフラが整備されず電子

基準点等が設置できない場所に REGMOS を設置している.データの通信には,設置場所の環境に合わせ

最適な通信環境となるよう衛星携帯電話や地上携帯電話を使い分けている.その電話の制御やデータ

の送信を近計システム社製の通信制御ユニット TCU-1000（以下,TCU という.）が行っている. しかし, 

現在運用している REGMOS の通信機器のうち,NTT ドコモ社製の衛星携帯電話ワイドスターが 2014 年 3

月,同じく NTT ドコモ社製の地上携帯電話 mova が 2012 年 3 月にサービスが終了となることから,新た

な通信機器への変更が必要となった.2009 年 2 月からサービスが開始されたインマルサット BGAN を利

用することにより大容量のデータ転送が可能になることから,GPS 観測の他にもマルチな監視を実現

できる可能性が生まれた.そこで,新たな通信機器に対応し,複数のセンサーでのデータ取得を可能に

した総合制御装置(Remote Control Logger,以下,RCL という.）を導入し,各種機器制御の試験運用を

実施したので,その結果を報告する. 

 

２．研究内容 

 通信機器に使用した衛星携帯電話は,インマルサット BGAN を選定し,端末には通信コマンドが公開

されているアドバリュー社製衛星携帯電話SABRE1 (以下,SABRE1という.)を選定した.通信機器の変更

に加え,GPS 受信機の省電力化を図るため,ボードタイプの Trimble BD960 を RCL に組み込んだ.また, 

追加機能として傾斜計や温度計,WEB カメラなど火山監視に有効な機器を接続できるようにした.これ

らの機器を REGMOS に組み入れ,国土地理院構内にて 2009 年 4 月から試験運用を実施した.試験運用に

使用した機器を表－１, システム構成を図―１に示す. 

 

表－１ RCL の仕様及び接続機器の仕様 

総合制御装置 

テクノバンガード社製 RCL 

インターフェース:LAN ポート×4,シリアルポート×3,カードスロット 

：消費電力【約 6W】 

通信装置 

アドバリュー社製 SABRE1  

：データ速度 240kbps(送信),384kbps(受信)   

：消費電力【0.67W】（待機時）,【22W】(通信時) 

GPS 受信機(内挿） Trimble BD960 GNSS   ：消費電力【2.1W】 

GPS アンテナ Trimble ZEPHYR ROVER 

データロガー ユニパルス社製 UL120 

温度計測センサ 安立計器社製  

傾斜計測センサ シェービッツ社製 アキュスター 

画像取得装置 MOBOTIX 社製 D22N22 



 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ システム構成 

 

３．得られた成果 

・衛星携帯電話：ワイドスターでは回線交換方式によるデータ通信のため 4.8kbps の転送速度であ

ったが,SABRE1 では IP 通信により 240kbps のデータ転送が可能となった.そのため,

データの転送時間が短くなり,これまで発生していたデータ転送時における切断等の

エラーが解消された. 

・GPS 受信機：Trimble5700 からボードタイプの Trimble BD960 に変更したことにより,RCL に組み

込みが可能となり,一体型の機器となった.ボードタイプを使用することにより,LED

ライト等の余分な電力消費を抑えることでき,省電力につながった.使用した

Trimble BD960 は,これまで基本測量等での使用の実績がないことから, Trimble5700

との比較観測を実施した.比較観測は国土地理院構内において GPS アンテナで受信し

た電波を分配器により分岐し,それぞれの GPS 受信機で受信させた.そのデータを用

いて基線解析の解の違いや TEQC による品質の違いを検証した結果,両受信機が同程

度の精度を有することが確認された.  

・追加機能 ：今研究では,傾斜計,温度計,WEB カメラを接続した.傾斜計,温度計の取得したデータ

はデーターロガーを経由し,RCL 内で圧縮された後に監視 PC へ転送される. WEB カメ

ラは指定した時間の撮影を行い,画像データは jpeg 形式により転送される. 追加し

た各種機能は,特に問題なくデータを取得することが出来ている. 

 

４．結論 

試験観測を実施する中で,RCLの動作に大きな問題点は発生しなかった.そのため問題なく REGMOSに

搭載し使用できると考えられる.また,追加機能として試験運用した機器も正常に作動していることか

ら,これまで以上の総合的な火山監視が期待できる. 

現在設置されているREGMOSにはワイドスターもしくはmovaが使用されている.サービス終了までに

は,通信方法を衛星携帯電話の他に,今後も使用できる地上携帯電話にも対応できるよう早急な改良が

必要である.  

 

参考文献 

瀬川秀樹(2008)：REGMOS における通信機能の高度化に関する研究(第２年次), 平成 20 年度国土地理

院調査研究年報． 

横川正憲，平岡喜文(2007)：REGMOS における通信機能の高度化に関する研究, 平成 19 年度国土地理

院調査研究年報． 
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自動測距測角装置の高度化に関する研究 
 

 

実施期間     平成 21 年度        

測地部機動観測課 瀬川 秀樹  横川 正憲 

 

１．はじめに 

機動観測課では，自動測距測角装置 Geodetic Monitoring System（以下、GeoMoS という）を伊豆大

島の三原山に設置し，火山活動における地殻変動の監視を実施している（写真－1）．GeoMoS は，リモ

ート観測の制御にパーソナルコンピュータを必要とし，その電源の確保も必要となる．しかし，緊急

作業等で観測を実施する場合に，必ずしも現地で電源の確保ができるとは限らない．そこで，機動観

測課では，観測機器内部のプログラムを使用することでパーソナルコンピュータを必要とせずに，1km

までの自動視準による測距が可能なソキア・トプコン社製自動測距測角装置 SRX1（以下、SRX1 という）

を平成 20 年度に導入した（写真－２）．現在，GeoMoS を使用して三原山で実施している観測の中で，

観測点から反射点までの最長距離は 2.7km である.しかし，SRX1 の自動視準は 1km までの視準距離で

あり，1km 以上の自動視準による観測は不可能である。そこで，平成 21 年は，パーソナルコンピュー

タを必要とせずに自動視準による測定距離を延ばすための研究をメーカーの協力を得て行ったので、

その結果を報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．研究内容 

自動測距測角装置の測定精度と最大視準距離を表－１に示す．測距方法として、GeoMoS は高精度用

（IR）と長距離用（LO）の二種類があり，視準距離によって使い分けている．また，反射点を検索す

る自動視準の方法として．GeoMoS には，自動視準用の光源を使用し，反射鏡からの反射光量が最大と

なる箇所に視準する方法（ATR）と，測距の光源を使用し，反射光の光量によって反射鏡の上下左右の

端を観測し、観測値から計算によって中心を決定する方法（Signal Scan）の二種類がある．ただし，

Signal Scan はパーソナルコンピュータ内の制御ソフトを使用する必要がある．一方，SRX1 は自動視

準用の光源を使用し，反射鏡からの反射光量が最大となる箇所に視準する方法のみである．測距の精

度は GeoMoS よりも SRX1 の方が高いため，測距の精度を保持しながら自動視準の距離を延ばす改造を

行った．今回，SRX1 に実施した改造は，自動視準に必要な光源の変更である．レーザー製品は，日本

工業標準調査会（JISC）が定める安全基準に則り使用している（表－2）．SRX1 は，自動視準用と測距

用の 2 種類のレーザーを使い分けている．自動視準にはクラス 1 のレーザーを使用しているが，今回

はそれをクラス 3Bに上げた．さらに，反射鏡を 3素子にすることで 5kmまでの自動視準を可能とした．

測距に使用しているレーザーは基本仕様（クラス 3R）のままとした． 

 
写真－１ 三原山に設置された GeoMoS 

 
写真－２ SRX1 



検証は，ソキア・トプコン社が作製した SRX1 の試作機を使用し，同社の 5.3km の基線場にて実施し

た．観測方法は，自動視準を使用した連続観測を 4 回（延べ 113 時間）実施した． 

 

GeoMoS SRX1

名称 精度 最大視準距離※1 名称 精度 最大視準距離※1

測角部 1″ 測角部 1″

測距部（IR) 2mm+2ppm 3km 測距部 1.5mm+2ppm 5km

　〃　　（LO) 5mm+2ppm 7.5km

ATR 2mm 1km 自動視準部 － 3″以内※2 1km

Signal Scan ATR以下 測距部(LO)と同じ

制御ソフト GeoMoS(Ver.4.1) 制御ソフト SDR8（Ver.3.19)

※1　視準距離は,1素子反射鏡使用時による ※2　視準距離が100m以上の場合

　　　気象条件は，もやがわずかで視界が約20km．適度な日差しで，陽炎が弱い状態

SRX1

表－１　自動測距測角装置の測定精度と最大視準距離

自動視準部

TCPR1201

 

 

クラス分け 制約条件

クラス１ どのような光学系（レンズや望遠鏡）で集光しても，眼に対して安全なレベル

クラス３R 直接のビーム内観察は潜在的に危険であるが，鍵やインタロックを取り付ける必要はない

クラス３B 直接見ることは危険なレーザー．直視をしなければ安全なレベル．鍵やインタロックを取り付ける必要がある．使用中の警報表示等が必要

「レーザー製品の安全基準」 (JIS C 6802)の平成17年改訂を元にしたクラス分けの一部

表－２　レーザー製品のクラス分けと制約条件

 

 

３．得られた成果 

メーカーからの報告によると，結果は概ね良好であり，視準距離 5km までの自動視準、測距が可能

であることがわかった．しかし、夜間の測定で欠測がみられる問題や，距離計の受光光量不足が起き

ている問題が明らかになった．今後は，それらの問題の原因調査と対策が必要である．更に視準距離

を延ばすためには，光源を強くする方法や，ビーム幅を狭くする方法が考えられる．しかし，これ以

上光源を強くすることは安全性の確保や使用に関する制約の関係上難しい．また，ビーム幅を狭くす

るためには，SRX1 の送光部の部品交換が必要であり，それにより自動視準の精度が低下する可能性が

あることがメーカーから報告されている．  

 

４．結論 

今回の改造で，問題は残されているものの視準距離 5km までの自動視準を可能とした．更に視準距

離を延ばすためには，光源を強くする方法や，ビーム幅を狭くする方法が考えられる．しかし，安全

性の確保や制約の問題，また，観測精度の低下につながることが懸念されるため，どちらの方法も難

しい．そのため，今後は SRX1 を視準距離 5km 程度の監視に使用することが望ましい．平成 22 年度は，

ソキア・トプコン社の試作機を使用し，5km 程度の基線を準備した上で，観測器械のプログラムで監

視を行う試験観測を実施する予定である． 

 

参考文献 

三森庸里江(2008)：自動測距測角装置による火山活動モニタリングについての考察，平成 20 年度専門

課程高等測量研修報告． 

横川正憲，小板橋勝(2008)：自動測距測角装置(APS)後継機の比較・試験観測結果について，技術報告． 

ライカジオシステムズ株式会社(2006)：Geodetic Monitoring System Online-Help Version2.1 

日本工業標準調査会：レーザー製品の安全基準(JIS C 6802)． 



ニュースーパーインバールを使用した試験観測 
 

 

実施期間     平成 21 年度        

測地部機動観測課 瀬川 秀樹   平岡 喜文 

 

１．はじめに 

国土地理院は，静岡県御前崎地区において 1970 年代から水準測量の繰り返し観測を実施している．

その結果から，フィリピン海プレートの沈み込みにより，森町に対して御前崎周辺の沈降が確認され

ている．1981 年からは年 4 回の観測が開始され，その結果から年周的な変動が確認されている．これ

まで年周変動の原因追求と対策を実施してきた結果，現在の年周変動はより小さなものとなっている．

残されている年周変動の原因の一つとして，日射による標尺表面の温度変化がインバールの膨張に影

響を及ぼし，その結果，特に冬季に正しい値よりも大きく沈降した値となると考えられている（今給

黎他，2003）．そこで，平成 20 年から平成 21 年にかけて国土地理院構内にて標尺表面の温度測定を実

施し，標尺の後視と前視の温度差から比高変化を試算した結果，御前崎地区の残された年周変動を説

明できる結果が得られた（瀬川，2009）． 

平成 21 年には，ソキア・トプコン社から従来の標尺と比べて膨脹係数のきわめて小さいニュースー

パーインバールを用いたバーコード標尺 BIS30A が開発された（ソキア・トプコン株式会社，2009）．

機動観測課では平成 21 年 7 月に，この標尺に加え，標尺と同時に開発された電子レベル SDL1X を導入

した．国土地理院構内での性能試験では，従来から使用されてきた水準測量機器と遜色ない結果が得

られている（瀬川ほか，2010）．本稿では，ニュースーパーインバールを用いたバーコード標尺 BIS30A

及び電子レベル SLD1X を用いて，御前崎地区にて水準測量の試験観測を実施し，従来からの機器によ

る観測結果と比較をしたので，その結果を報告する． 

 

２．研究内容 

水準測量の試験観測は，図－１に示す二等水準点 2605

（掛川市）から二等水準点 2600（菊川市）までの全長約

11km において実施した．この区間は観測路線が北西から

南東へ延びており，特に年周変動が大きいことが確認さ

れている．試験観測は，従来からの観測機器を用いた請

負会社の観測班の直後を，今回導入した観測機器を用い

た試験観測班が観測し，両者の観測値を比較した．なお，

請負会社が使用した観測機器は，バーコード標尺がツア

イス社製 LD13，電子レベルがツアイス社製 DiNi12 であ

る．観測は精密基盤傾動測量作業規程に則り実施し，第

1 回の試験観測を平成 21 年 6 月に，第 2 回目を同年 9 月

に，第 3 回目を平成 22 年 1 月に実施した．  

 

３．得られた成果 

二等水準点 2605 から二等水準点 2600 の間の比高の変動を図－２に示す．従来からの観測機器によ

る上下変動に比べ，新たに導入した観測機器による上下変動のほうが，変動幅が小さく見える．図－

 

図－１ 水準路線図 



３に従来からの観測機器による，二等水準点 2605 に対する二等水準点 2600 の過去 10 年間の上下変動

を示す．それによると，特に冬季の観測がそれ以外の季節よりも沈降する傾向が見られる．これは，

試験観測における上下変動にも見られる．冬季は他の季節と比較して太陽高度が低く，北側に立てた

標尺と南側に立てた標尺の間でインバールへの日射に差が生じ，インバールの膨脹に差が生じる．従

来から使用してきた標尺のほうが新たに導入した標尺に比べて膨張係数が大きく，日射による影響が

上下変動により大きく現れた結果と思われる． 
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図－２ 2605 から 2600 の間の比高の変動 図－３ 過去 10 年間の 2600 の上下変動 

 

４．結論 

日射がインバールの膨張に及ぼす影響は，特に冬季が大きくなり，御前崎に向かって正しい値より

もより沈降した値となる特徴がある．今回の試験観測の結果から，従来から使用してきた標尺よりも，

新たに導入した膨張係数が極めて小さいニュースーパーインバールを用いた標尺による観測結果の方

が，変動幅が小さく見られた．この結果は，御前崎における年周変動の原因が日射による標尺表面の

温度変化であるとの仮説に矛盾しない．今後，試験観測をさらに重ねてデータを蓄積するとともに，

標尺の表面温度を実際に測定して影響を調査し，年周変動の原因究明に繋げていきたい． 

 

参考文献 

今給黎哲郎，田島稔(2003)：御前崎地域水準測量にみられる年周変化の区間別特性について，地球惑

星科学関連学会 2003 年合同大会講演要旨． 

瀬川秀樹，平岡喜文(2010)：水準測量にみられる年周変動の原因究明を目的とした機器の機能点検，

技術報告書． 

瀬川秀樹(2009)：日射による標尺温度変化測定，技術報告書． 

ソキア・トプコン株式会社(2009)： DIGITAL LEVEL SDL1X TECHNOLOGY FRONTLINE． 



川奈地区変動グラフ（本観測結果）
（2009年11月末固定）
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図－１ 地震前後の殿山観測点と各反射点との基線長の変化（基準日：11/30） 

精密辺長測量等による高精度地殻変動観測に関する研究 
 

 

実施期間      平成 21 年度 

測地部機動観測課  矢萩 智裕  横川 正憲  

  瀬川 秀樹  三森 庸里江 

  菅原 準   平岡 喜文  

  根本 盛行         

 

１．はじめに 

伊豆半島東部の伊東市沖周辺では，1978 年以降群発地震が繰り返し発生している．国土地理院では，

同地震による地殻変動の監視を目的に，伊東市川奈地区において精密辺長測量観測を 1979 年から定期

的に実施し，そのメカニズム等の解明に貢献してきた． 

2009 年 12 月 17 日から，最大震度５弱が２回観測される等，同地域での活動が再び活発化したため，

現地での緊急観測を実施し，その結果について評価した．  

 

２．研究内容 

2009 年伊豆半島東方沖地震の発生に際し，12 月 19 日から Kern 社製メコメータ ME-5000（公称精度：

0.2mm＋0.2ppm・Ｄkm）を用いた現地での緊急精密辺長測量を実施した．今回の観測では，地震により

ほぼ断続的に地殻変動が進んでいると考えられたため，通常の日没前後の観測に加え，日中にも１時

間毎に連続観測を実施した．また，地震発生時には日毎に基線長が大きく変動している可能性がある

ため，過去の観測データを各観測日毎に抽出し，群発地震発生期間の地殻変動量と有感地震との関係

性について評価した． 

 

３．結果と考察 

３．１ 地震前後の川奈地区における地殻変動量について 

図－１に，作業規程に従って日没前後の観測結果の平均から求めた最終結果を示す．基準値は，前

回の観測値である平成 21 年 11 月 30 日の観測結果であり，群発地震発生前後の地殻変動量を正確に捉

えることが期待される．この結果から，今回の群発地震前後で殿山～丸池間の基線長で約 17mm の伸張

があった一方，殿山～田代間では約 2mm の収縮があるなど，比較的狭い地域で複雑な地殻変動が起き

ていたことが伺える． 12 月 19 日にはほぼ地殻変動は収束に向かっていたものの，殿山～丸池間でな

お 3mm を超える伸張が続いていた． 

 

 元和田 田代 城星 丸池 

11/30 （基準値） 

12/19 1.50 -2.20 5.40 14.00 

12/20 1.40 -2.30 5.40 16.50 

12/21 1.20 -2.10 6.20 17.20 

                  （単位：mm） 

  



図－２ １時間毎の観測結果時系列 

図－３ 過去の観測結果の日毎時系列 

川奈地区変動グラフ（各ｾｯﾄ値）
（2009年12月19日速報1ｾｯﾄ固定）
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３．２ 緊急観測中に実施した１時間毎の観測結果 

図－２の１時間毎の観測結果の時系列から，各基線長が見かけ上の日周変化を示すこと，またその

振幅は基線により大きく異なることが分かる．この理由として，日中は観測点・反射点で観測する温

度・湿度といった気象値と，実際の光路上の気象が異なるために気象補正が適切に反映されないこと，

特に両観測点の間に深い谷がある場合にはそ

の誤差がより顕著になるためと考えられる．

今回の観測は冬季の晴天下で実施しており，

条件としては気象補正の誤差が大きく出る可

能性が非常に高い状況だったと言えるが，逆

にそのような状況下においても見かけの日周

変動の振幅は最大で 3mm 弱程度であり，それ

よりも大きな地殻変動が発生している場合に

は，優位な変動量が観測できる可能性がある

ことが確かめられた．  

 

３．３ 過去の観測時における日毎観測結果についての再検証 

今回のように随時地殻変動が発生していると考えられる場合には，有意な日変動量の情報が得られ

る可能性があるため，1994 年度以降の観測時における各観測日の結果について再評価を行った．また，

気象庁 HP から伊東市における有感地震の回

数を集計し，地殻変動量との比較検証を行っ

た（図－３）． 

過去の緊急観測時にも，観測期間中に継続

している地殻変動を捉えられていたことが分

かる．また，今回の群発地震では過去を上回

る回数の地震が発生していたこと，基線長の

変化が過去 10 年で最も大きな変化だったこ

とが明らかとなった．この理由として，今回

のダイクの貫入が伊東市の陸地に近い部分で

起き，かつ深度が浅かったためと考えられる． 

 

４．結論 

 2009 年伊豆半島東方沖地震の発生に際し，現地にて緊急の精密辺長測量作業を実施した．作業規程

では規定されていない日中の１時間毎の観測を実施した結果．観測された基線長に見かけの日周変動

が発生していたが，大きな地殻変動が発生した場合には有意な結果が得られる可能性があることが分

かった．また，過去の観測結果の日毎のデータについても再整理し，有感地震回数と比較することで

その関係性や今回の地震の特徴についても検証した．今後は，水準測量や GPS 観測の結果と組み合わ

せることにより，観測で得られた‘基線長’の変化を上下成分，水平成分に分離し，厳密に‘地殻変

動’として議論するための手法を確立する必要がある． 
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