
次世代 GNSS の利用可能性に関する研究（第２年次） 
 

 

実施期間    平成 20 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 宗包 浩志 

 

１．はじめに 

衛星測位システムといえば，これまで，米国の GPS やロシアの GLONASS がその代表的なものであっ

たが，近年，それらに加え，ヨーロッパの Galileo，中国の COMPASS などさまざまな衛星測位システ

ムが計画されている．また，GPS 自体も，更なる高精度化，頑健性を達成するため，既存の衛星を新

たなコードや周波数を追加した高性能衛星に順次入れ替えていく，GPS 近代化計画を推進中である．

我が国においても，衛星測位の補完・補強システムとして準天頂衛星システムが計画されており，関

係機関により，そのための研究開発が実施されている．これらの新しい衛星測位システムについて，

測量への利用可能性の評価や効率的な導入方法の検討のため，シミュレーションによる測位精度予測，

実運用後の試験観測による測位精度評価等が求められている． 

 

２．研究内容 

準天頂衛星等の次世代衛星測位システムに関し，その開発運用動向を踏まえつつ，利用可能性や効

果的な測量方法についての検討を行う．そのため，運用開始後における試験観測による精度検証やそ

のための技術支援を行うとともに，既開発の「衛星測位システム・シミュレータ（SPSS）」を活用した

シミュレーションによる評価や異なる衛星測位システム間の基準系の結合手法の検討等に取り組む．

本年度は，SPSS による次世代 GNSS のシミュレーション・データを用いた解析に対応させるため， GPS

解析ソフトウェアの改修を行う．  

 

３．得られた成果 

過去，宇宙測地研究室では，SPSS を用い，GPS に加え，準天頂衛星を観測した場合の測位精度を予

測するシミュレーションを実施した．（宗包ほか,2008; Munekane et al., 2009）．その際，シミュレ

ーション・データの解析ソフトウェアとして，米国マサチューセッツ工科大学で開発された GAMIT を

用いたが，このソフトウェアでは，解析可能な衛星数が 大 32 衛星に限定されており，Galileo など，

一般の GNSS を加えた場合のシミュレーションには対応できなかった．そこで，今年度は，総衛星数が

99 衛星まで解析可能となるよう GAMIT を改修した．  

まず，GPS に加えて Galileo と準天頂衛星を加えた場合について，２つの仮想観測点において，誤

差を付与しないシミュレーション・データを生成し，改修したソフトウェアを用いて基線解析を行っ

た．その結果，すべての衛星について観測量が解析に取り入れられていること，シミュレーション時

に与えた基線長が復元できること，その際，各観測点での位相残差がほぼ 0 であったことから，改修

されたソフトウェアが正しく動作することを確認した．さらに，観測量に誤差のある場合を想定し，

宗包ほか(2008)と同じ条件で，大気遅延量による誤差を付与したシミュレーション・データを作成し，

１時間観測についての基線解析を 24 時間にわたって行った．解析で得られた基線解と真値との差を図

―１に示す．解の RMS は，GPS のみの場合(N, E, U)=(0.0018, 0.0010, 0.011)(m)であったが，Galileo，

準天頂衛星を加えることで，(N, E, U)=(0.0013, 0.0010, 0.004)(m)に改善した．GPS のみの場合（青



線）に比べ，Galileo，準天頂衛星を加えることで（赤線），測位解のばらつきが抑えられていること

が分かる． 

  

       

 

 

 

 

 

４．結論 

 「衛星測位システム・シミュレータ」が生成する次世代測位衛星のシミュレーション・データにつ

いて，GPS 解析ソフトウェア GAMIT で解析できるよう改修を行った．改修したソフトウェアにおいて，

GPS に Galileo と準天頂衛星を加えた場合について，シミュレーション・データの解析を行い，ソフ

トウェアが正しく動作することを確認した．また，現実的な大気遅延量を誤差として付与したシミュ

レーション・データを解析した結果，１つの事例について，GPS のみの場合に比べて，Galileo と準天

頂衛星を加えて観測した場合，解の精度が向上することを確認した． 
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図－１ シミュレーションによる測位誤差時系列．青が GPS のみを観測した

場合，オレンジが GPS に Galileo と準天頂衛星を加えて観測した場

合の測位誤差を表す．横軸は測位を行った時間である．上から南北，

東西，上下成分を示す． 



測地基準系精密保持手法に関する研究（第５年次） 

 

実施期間    平成 17 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センタ－ 

宇宙測地研究室 畑中 雄樹  宗包 浩志 

        高島 和宏  石本 正芳 

地理調査部環境地理課 

 

１．はじめに 

 国土地理院（つくば市）構内には，VLBI 観測局，GPS 連続観測点があり，一体となって国内観測の

中央局および国際観測網の宇宙測地基準局として，世界測地系および地球基準座標系（合わせて「測

地基準系」）の構築・維持に重要な役割を担っている．これらの観測点の位置デ－タに含まれている上

下季節変動は，外国局の季節変動のように従来の理論では説明できなかったが，2003 年，日本固有の

変動機構であるらしいことがわかってきた． 

 近年，宇宙測地技術による測位精度の急速な向上に伴い，宇宙測地基準局の正確な位置が必要とさ

れるようになった．そのため，この局にみられる上下成分の季節変動および経年的変動をこれまでに

ない精度で定量的に測定して，その変動機構を明らかにし，宇宙測地基準局としてふさわしい位置精

度を確保することが課題となっている． 

 国土地理院構内には，深度 190m の二重管式地盤沈下計があり，0.02mm 精度の地盤上下変動デ－タ

が蓄積されてきた．変動機構を解明するためには，地下水温変化の計測や GPS・水準測量等他の測地

技術との継続的な比較など，より精密な調査・研究が必要となる． 

 また，つくばエクスプレス(TX)沿線開発に伴う地下水涵養量の変化により，宇宙測地基準局の上下

位置が変動する可能性があり，その変動量を定量的に計測・監視することが測地基準系維持にとって

欠かせない． 

 そこで，次の４つの目標を通して，特に上下方向について，測地基準系精密保持手法を確立するこ

とを目的として，本研究を行う． 

 １）上下変動機構（表層地盤弾性変形）の解明 

 ２）宇宙測地基準局の上下季節変動量精密計測 

 ３）経年的地盤変動の中長期的モニタリング 

 ４）安定地層固定型基準点の技術開発 

 

２．研究内容 

 昨年度までに，地盤沈下計の温度変化監視のための水晶式精密温度計の設置，地盤沈下・地下水観

測棟の温度環境安定化工事，地盤沈下計内管上部へのGPSアンテナの設置およびマルチパス等によるノ

イズの対策を行い，地下190mの地盤を基準とした上下変動の精密計測のための環境を整備した．平成

21年度は，地盤沈下計観測の安定化・完全自動化を図るため，これにレーザー距離計による計測シス

テムを設置する．また，これまでに得た知見を総合し，つくばの上下動の監視技術を取りまとめる． 

 



３．得られた成果 

昨年までに設置・改良した地盤沈下計内管上のGPSアンテナを用いた観測により，地下190mの地盤に

対する周囲のGPS観測点の比高変化のGPSによる精密監視が可能になった．電子基準点「つくば１」と

の間の比高変化は水準測量結果と標準偏差0.9mmで一致した．また，地盤沈下計にレーザー距離計を併

設し，連続観測を開始した．以上により，安定地層固定型基準点が整備された． 

上下季節変動の精密計測のデータを蓄積することによって，地表の上下年周変動が１km程度の範囲

でほぼ同じであること，VLBI基台とGPS点で振幅に違いがあること，ITRF系における190m深基盤高

の観測結果に両振幅で１cm程度の季節変化が見られること，などが明らかになった．また，地表付近

に対して，VLBI基台が経年的に隆起していることが判明した．隆起速度は， 近６年間ではほぼ一定

（約0.6mm/年）で，地下水位との相関は見られない． 

190m深基盤に対する地表の上下動を，地下水位への応答によるモデルを用いて，残差0.2mm以内で説

明することができた．これは，地下190m以浅の地盤の上下動の主な原因が地下水位の年周変化による

地盤の弾性変形にあることを再確認するものである．現時点では，TX開通後の沿線開発に伴う地下水

位収支や上下変動の機構の変容はみられていない．VLBI基台とGPS点を含む地上点の相対変位について

は，20m井戸および50m井戸の地下水位の応答，および，経年的隆起を表す線形トレンドで説明するモ

デルがよく適合し，地盤沈下計付属標に対する相対変化について， 近４年半のモデルの残差RMSは

0.3mmであった．以上により，上下変動機構を説明するモデルが構築された． 

190m深基盤，VLBI基台/アンテナ，GPS連続観測点の相対的上下変動を監視するために必要な諸観測

および方法を整理し，つくばの上下季節の監視手法をとりまとめた（表－１）． 

 

４．結論 

本研究により，つくばにおける地盤の年周上下変動の機構の理解が進み，つくば VLBI 観測局と IGS つくば

観測局間の相対的位置変化やつくばの上下変動を監視する手法がとりまとめられた．これらの知見や監視手

法の適用により，つくば宇宙測地基準局における国際観測を通じて決定される日本の測地成果の今後の維

持・構築にむけて，国土地理院の事業としての方針決定やその実現への活用が期待される． 

 

表－１ つくばにおける基準点の上下変動に関する監視内容 

監視対象 監視手法 頻度 精度（上下） 備考 

190m 深地盤に対する地表（GPS 点
等）の変動 

地盤沈下計 連続 0.3mm+0.3mm( 内 管
熱変形+計測誤差) 

 

190m 深地盤の安定性 ？ GPS グローバル
解析 

GPS 観測 連続 

1.5mm(RMS) 一 周 波 デ ー タ
の解析 

構内 GPS 連続観測点間の比高変化 

VLBI 基台の経年的上下変動 

水準測量 年 ４
回 

RMS(mm) 
=0.02√S(m) 

 

地 表 および 190m 深 地 盤に対 する
VLBI 基台の季節的上下変動 

水 準 測 量 を 補
完 

弾性変形モデルの妥当性 

地 下 水 位 観
測(深度：20m, 
50m， 190m) 

連続 0.3mm 

 

VLBI 基台～VLBI アンテナ中心間の
比高変化 

温度測定，熱
変形モデル 

連続 ？ アンテナの熱変
形 

VLBI アンテナ中心と GPS（IGS 点）の
アンテナ参照点の相対位置 

コロケーション
観測 

数 年
毎 

1.2mm  

 



SAR 衛星の位置決定の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究 

（第３年次） 
 

 

実施期間    平成 19 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 宗包 浩志  黒石 裕樹 

        

１．はじめに 

平成 18 年１月に陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）が打ち上げられ，国土地理院では，「だいち」

からのデータを用い，干渉 SAR により日本全国の地盤変動を定期的に監視している．監視に際して

は迅速かつ省力的に SAR 干渉解析を行う必要があるが，提供される衛星軌道暦の精度が低い場合が

あり，そのような場合，解析者の経験に基づいて軌道暦の改良が行われるために時間と労力を要す

る上，解析者の経験により結果が異なることがあり，結果の信頼性が損なわれている．そのため，

「だいち」データからの SAR 干渉解析に 適化された，精密な衛星軌道を迅速に推定する手法の開

発が望まれている．そこで，本研究では，「だいち」に搭載されている GPS の観測データから，SAR

干渉解析による地盤変動抽出のために 適化された軌道を推定する技術を確立する． 

 

２．研究内容 

「だいち」に搭載されている GPS の観測データから，様々な軌道計算ソフトウェアを用いて，異な

る推定条件（軌道力学モデル，解析戦略等）による軌道解析を行い，精密な軌道を推定する手法を

検討する．推定された軌道を用いて SAR 干渉解析を行い，軌道暦精度の定量的比較を行う．その結

果に基づき，「だいち」SAR 干渉解析による地盤変動抽出のために 適化された軌道推定技術を確立

する． 

昨年度までの研究において，BERNESE による精密単独測位法,MicroCosm による干渉測位法の２つ

のアルゴリズムに基づく衛星軌道推定システムを構築し，低軌道衛星 GRACE について軌道決定を行

い，NASA ジェット推進研究所により公表されている精密軌道との比較から，RMS で 4cm 程度の精度

を持つ高精度の軌道が推定できることを確認した．本年度は，構築した２つの衛星軌道推定システム

を用い，さまざまな推定条件設定において軌道推定を行い，SAR 干渉解析による評価を通じた 適軌

道推定手法を構築する． 

 

３．得られた成果 

「だいち」衛星搭載 GPS データの受信状況を検討した結果，BERNESE に基づく推定手法よりも，

MicroCosm に基づく推定手法の方が，より安定に軌道決定されることが分かった．そこで，MicroCosm

による干渉測位法を用いて，「だいち」軌道推定プロトタイプシステムを構築することとし，SAR 干渉

解析による評価を通じて軌道推定手法の 適化を行った． 

関東地方における，計６シーンの「だいち」データについて，プロトタイプシステムにより推定さ

れた軌道を用いた SAR 干渉解析を行い，基線再推定を容易にするレベルで軌道が推定されていること，

また軌道以外の誤差によるものと考えられる干渉縞が残る場合があることを確認した（図―１）．また，

本プロトタイプシステムを「だいち」後継機での SAR 干渉解析における発災時の緊急解析に適用する

場合を想定し， 解析時に用いる GPS 衛星の軌道の与え方について検討した結果，IGS による GPS 衛星



の超速報暦（３時間の予報部分を含む）を用いても，十分な精度で「だいち」の軌道推定ができるこ

とが分かった． 

 

 

 

 

 

 

４．結論 

「だいち」GPS データを用いた軌道推定プロトタイプシステムを完成した．プロトタイプシステム

を用いて推定された軌道を用いた SAR 干渉解析の結果，基線再推定を容易にするレベルで軌道が推定

されていることを確認した．また，解析時に使用する GPS 衛星の軌道暦について，発災時の緊急 SAR

解析への対応を想定し，予測暦の利用可能性について検討した結果，IGS による超速報暦（３時間の

予測部分を含む）を用いても，十分な精度で「だいち」の軌道推定ができることが分かった． 

本研究では，「だいち」について，GPS データの取得に制約があり，評価のため数例の衛星位置決定

を行うにとどまった．そのため，当初期待されていたような，国土地理院の定常 SAR 干渉解析へフィ

ードバックできる衛星位置情報が得られなかった．しかしながら，構築したプロトタイプシステムは，

「だいち」後継機における発災時の緊急 SAR 解析に対応した軌道推定システムの基礎となるものであ

り，今後「だいち」後継機に適合させた軌道推定システムへの発展が期待される．  

 

 

 

図－１ 本研究により推定された軌道を用いて得られた，「だいち」観測か

らの関東地方の SAR 干渉画像．マスター画像は 2006/11/08，スレー

ブ画像は 2006/12/24 のもの． 



数値気象モデル

による推定誤差 
気象擾乱による

誤差発生の有無 
あり なし 

あり A B 実観測

データ なし C D 

スレットスコア ＝ A / (A+B+C) 

表－１ スレットスコア 

数値気象予報モデルの宇宙測地技術への応用に関する研究（第２年次） 
 

 

実施期間        平成 20 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  石本 正芳 

 

１．はじめに 

GPS 測位解析において，大気遅延に起因する誤差は消去することが難しい誤差要因の一つである．

GEONET の定常解析においても，大気遅延による誤差と考えられる見かけ上の変位が観測される場合

があり，地殻変動を監視する上で問題となっていた．このような大気遅延による誤差について，こ

れまでに，前線などの影響による誤差が大気遅延勾配の推定により大幅に軽減されることや，大気

遅延量の推定誤差が，座標時系列に見かけ上の季節変動を生じさせることが明らかになっている．

しかし，夏季に大きくなる座標時系列のばらつきや，地形に関連すると考えられる局所的な測位誤

差については，未だに解決されていない．そこで，本研究では，大気遅延勾配の推定等を用いた大

気遅延補正をしても残存する，時間，空間スケールの小さな大気擾乱に関連する測位誤差について，

数値気象モデルが誤差への影響評価あるいは誤差軽減に利用可能か検討する． 

 

２．研究内容 

平成 20 年度は，高分解能な数値気象モデルを用いることにより，大気遅延勾配の推定等を用いた

大気遅延補正後に残存する測位誤差を説明できる場合があることを示した．本年度は，数値気象モデ

ルを用いて実観測に見られる誤差を表現できるかを定量的に評価するために，日本中部域の 2006 年６

月から７月の高分解能数値気象モデルを用いて，推定される測位誤差と実観測データの解析解の乱れ

との整合度を評価する手法を検討する． 

 

３．得られた成果 

 高分解能の数値気象モデルを用いて推定される測位誤差と実観測データの解析解の乱れの整合度を

評価するため，まず，実観測データによる解析解から数値気象モデルで推定した誤差を差し引き，そ

の前後で RMS を計算した．なお，RMS は日座標値の解析に用いた期間の平均値からの水平成分の差か

ら計算したものである．その結果，実観測の解析解の RMS が５mm を超える観測点については，モデル

推定誤差を差し引くことにより RMS が小さくなる傾向がある一方，RMS が３mm 程度の場合には逆に大

きくなる傾向があることがわかった（図－１(a)）．このことは，数 mm 程度の小さなばらつきについて

は，今回用いた数値気象モデルでは正しく表現できないか，あるいは気象以外の要因によるばらつき

である可能性が考えられる．図－１(b)は，差し引き前後

の RMS の比を観測点毎に示したものである．RMS が有意

に小さくなる観測点は，伊豆半島東部と長野県の山岳部

などであり今回解析した期間で座標値の RMS が大きくな

った地域と一致している． 

 次に，天気予報の精度を評価するために用いられてい

るスレットスコアを用いて，数値気象モデルを用いて推



定される誤差による改善効果の評価を行った．スレットスコアとは，まれに起こる現象に対する予報

適中率に相当するもので，実測と予測の両者で事象が起きた割合を指標化する．ここでは，実観測デ

ータの解析解と推定誤差のそれぞれについて，座標値の平均値からの差の水平成分の大きさがある閾

値より大きな場合を気象擾乱による誤差あり，それ以下を誤差なしとし，両者において発生ありと判

定された日の個数を指標化した（表－１）．ベクトル図とその結果を図－２に示す．比較のため，気象

庁のメソスケールモデルで推定した誤差についても図－２(c)に示した．スレットスコアにより，高分

解能気象モデルを用いた推定誤差では実観測に見られる大きな誤差の発現と一致する場合を数値化で 

きるものの，判定に用いる閾値の取り方に任意性があるなど問題もあり，整合性を定量的に評価する

指標とするには，さらに検討が必要である． 

 

４．まとめ 

 日本中部域の 2006 年６月から７月の高分解能な数値気象モデルを用いて推定される測位誤差と，実

観測データの解析解の乱れとの整合度を評価するため，スレットスコアを指標として用いる手法を検

討した．その結果，推定される測位誤差と実観測データの解析解とで擾乱発生が一致する場合を数値

化できるが，判定結果に用いる閾値に依存するため，定量的指標とするにはさらに検討が必要である．

また，今回の解析では，水平成分の解のばらつきの大きさのみに着目したが，今後は，それらの空間

パターンや時間変化パターンの一致度を取り入れる必要がある．これらの課題は，平成 22 年度から始

図－１ 実観測データによる解析結果から数値気象モデルによる推定誤差を差し引いたデータ

（差分データ）の RMS．(a):実観測データの RMS と差分データの RMS の比（実観測データの RMS

に対する割合），(b):観測点毎の差分データの RMS の比（実観測データの RMS に対する割合） 
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図－２ 2006 年６月から７月の２ヶ月間のデータから計算したスレットスコア 

(a):2006 年７月２日の座標値の水平成分ベクトル，(b):高分解能気象モデルを用いた推定誤差に

よるスレットスコア，(c):気象庁メソスケールモデルを用いた推定誤差によるスレットスコア．

図中，白抜きの丸は閾値（実観測データ７mm，推定誤差５mm）を超える日がなかったもの，青丸

はスコアが０（適中したデータなし），赤丸はスコアが０より大きいものを示す． 



まる特別研究「GPS による地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関する研究」に

おいて引き続き検討する予定である． 



複数宇宙測地技術の相互比較による高精度測地基準系構築に関する研究 

（第２年次） 
 

実施期間    平成 20 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 高島 和宏 

 

１．はじめに 

2002年4月の測地成果2000（JGD2000）への成果改訂において，日本に世界測地系が導入された．

JGD2000は，国際地球基準座標系ITRF94を採用し，元期を1997.0とされている．元期から既に12年以上

が経過し，JGD2000には地殻変動等による歪みの影響によると思われる有意なずれがみられ，国土地理

院では，任意の時点で行われている測量を元期で与えられる測量成果に整合させるセミ・ダイナミッ

ク補正の導入が進められている．一方，国際的には，IERSにより，ITRF94の構築以降，ITRF96，97，

2000，2005と高頻度で基準系が改訂されている．また，国際測地学協会（IAG）の下で地球測地観測シ

ステム計画（GGOS）が立ち上がり，将来への提言として「GGOS2020」がとりまとめられた．その提言

において，測地基準系は，測地学三本柱（Three Pillars of Geodesy）の基盤となる重要な役割を持

ち，長期安定である必要があるとされている． 

 

２．研究内容 

国土地理院では，点間距離約 1000km，時間分解能１ヶ月の VLBI 観測網と点間距離約 20km，時間分

解能１日の GEONET を全国に設置している．長期安定な測地基準系を構築するために，これらの宇宙測

地技術を利用し，それぞれの持つ空間分解能と時間分解能の違いを生かして，短期的や局所的な変動

を取り除く試みが有効と考えている．そこで，本研究では，地殻変動の激しい日本周辺域において，

変動を取り除く前段階として，VLBI と GEONET を相互比較し，その整合性を確認する． 

 第１年次には，JGD2000構築時のデータを用いて行ったVLBIおよびGPSの混合処理について，当時の

解析手法を可能な限り忠実に再現した，VLBI座標で拘束するGPS解と，VLBI-GPS結合処理解の比較を行

った．その結果，拘束された３カ所のVLBI観測点から遠く離れた南西諸島などのGPS局において，得ら

れた水平位置座標に有意な差が生じた． 

 このような差が生じる原因を明らかにするため，第２年次では， 新のVLBI観測，GPS観測およびコ

ロケーション測量結果を用いる結合解析を検討する．JGD2000の構築以降，国土地理院では，つくば，

姶良と父島にVLBI観測局を新設すると共に，GEONETにおいて受信機とアンテナの同一機種への統一が

進められ，全国約1200点が統一されている．また， 近継続して，つくば，新十津川，姶良，父島に

おいて，VLBI観測点とGPS観測点との間で精密なコロケーション測量が順次実施されている．これらの

データを用い，第１年次と同じ二つの結合解析方法の間で比較を行い，第１年次の結果と併せて評価

することで較差を生じる原因について検討を行う． 

なお，本研究は一般研究として実施している． 

 

３．得られた成果 

JGD2000 の構築では，３箇所の VLBI 観測点（鹿島，新十津川，海南）からコロケーションデータに

よって 寄の GEONET 点の座標を固定させることにより，全部で 595 箇所の GEONET 点を網平均処理し

た結果が骨格網として採用された．その解析手法を可能な限り忠実に再現した解析結果と，VLBI 座標



値で固定せず，VLBI グローバル解析から算出された SINEX ファイルを加えた VLBI/GPS 結合解析結果

の比較を行った．その結果比較において，水平成分に関しては，３点の固定点から遠く離れる南西諸

島で cm レベルの網の回転が見られていた（図－１左）．今回の解析では，４箇所の VLBI 観測点（つく

ば，新十津川，姶良，父島）の座標値を 2009.0 エポックで固定し，これらの点とコロケーション測量

結果によって結合させることにより，1200 点の電子基準点の中から，100 箇所の GPS 観測点を網平均

処理した．これに対し，結合解析では，1980 年から 2009 年までのグローバル VLBI 解析結果と 2004

年から 2009 年までの GPS 解析結果を GLOBK10.34 を使用して結合した．その結果，水平成分に関して

は，南西諸島で見られていた差が第１年次の結果に比べ，平均 43%小さくなっており，より整合度の

高い結果が得られているが，依然として mm レベルの網の回転が残っていることが判明した（図－１右）． 

 

 
 

図－１ 測地成果 2000 構築手法により計算した座標値と VLBI/GPS 結合により計算した座標値の差 

左図が測地成果 2000 構築時のデータを用いた結果(1997.0)を示しており，南西諸島において時計回

りに回転する方向の差が見られる．右図が 新のデータを用いた結果(2009.0)を示しており，南西諸

島における差が小さくなっていることが分かる． 

 

４．結論 

 今回行った比較において，結合方式の違いにおける座標値の差が小さくなった．これは，姶良及び

父島が新たに加わったことにより，南西方面における VLBI による網規正が改善されたことと，

VLBI/GPS の観測時期の同時性が高まったことによる整合度の向上が示唆される．しかしながら，南西

諸島において 新のデータを用いた結果にも若干ながら，時計回りに回転するような座標値の差が見

られる．これは，南西諸島においては，VLBI 観測局による網規正が，まだ不十分であることを示して

いる可能性がある．石垣島には，国立天文台所有の VLBI 観測局があり，共同研究の一環として共同観

測が実施されている．今後，来年度から開始する特別研究「世界測地系における国内位置基準の監視

の高度化に関する研究」において，石垣島の VLBI データを結合解析に取り入れ，そのインパクトを評

価することにより，上記の仮説を検証する予定である．更に，VLBI/GPS を時系列データとして扱う高

度な統合解析手法の開発に取り組む計画である． 

 

1cm 

GPS受信機 

・トプコン(赤丸） 

・トリンブル(青丸） 

VLBI観測点 

水平成分 

1997.0 epoch 
1cm 水平成分 

2009.0 epoch 

GPS受信機 

全点 トリンブル 

 

  VLBI観測点 



GPS 統合解析技術の高度化（第１年次） 

 

 

実施期間    平成 21年度～平成 23年度 

地理地殻活動研究センタ－ 

宇宙測地研究室 畑中 雄樹 

 

１．はじめに 

GEONETの整備により，日本列島の地殻変動を約20kmの均一な空間分解能と精度で観測する体制が整

えられ，その運用が10 年以上の長期にわたり維持されてきたことにより，単に地震・火山等の個々の

イベントに伴う地殻変動を明らかにするだけでなく，より長期的・広域的な地殻活動の性質を捉える

ことが可能になってきた．一方，火山周辺の地殻変動や歪み集中帯等のより小さな空間スケールの地

殻変動を精密に捉えるためには，GEONETでも空間分解能が不足しており，GEONETを補完するGPS連続観

測網（点）の展開や，繰り返し観測がより稠密に行われている．現状では，それらのデータはGEONET と

別のシステムで独立に解析されており，解析戦略や固定点の扱い等に違いがあるため，GEONET による

全国的な広域の地殻変動情報と合わせて評価する際には，解の整合性に疑問を残すことになる．そこ

で，本研究では，座標変換や網の歪みの補正などの特段の工夫をすることなく運用の異なるGPS観測点

間の比較や評価が行えるよう，GEONETのルーチン解を基盤として，広域から局所までの地殻変動情報

を一貫した基準で統一的に扱うことを可能とする技術の開発を目的とする． 

 

２．研究内容 

２周波または１周波受信機を用いる任意の観測点について，GEONETのルーチン解に整合する解析結

果を得るための技術（以下，「GPS統合解析」または「統合解析」）を開発する．平成21年度には，２

周波受信機の観測点を想定した場合について，GPS統合解析の基本戦略および対流圏遅延量の補正手

法を評価すると共に，１周波受信機を想定する場合に必要な電離層補正手法について検討を行う． 

 

３．得られた成果 

統合対象とする観測点（以下，「統合対象点」）において２周波観測データが得られる場合について，

GPS 統合解析戦略を構築し，この戦略を用いた試験解析を行って，ルーチン解との整合性を評価した． 

統合解析戦略においては，GEONET のルーチン解析戦略（第４版）における分散統合処理戦略を念頭

においた．ルーチン解析戦略においては，網全体の構造を階層化して分散処理を行い，座標解および

大気遅延解について，上位の階層を拘束して下位の階層を推定することによって段階的に解を求めて

いる． 下位の階層は，空間的に均等に配置する結合ノード点を中心とする放射基線のクラスターと

なっており，このノード点が上位階層との結合ノードの役割を兼ねることにより，上位階層で決定さ

れた座標値および大気遅延パラメータが 下位階層の拘束条件として適用される仕組みになっている． 

考案した解析戦略は，統合対象点をこの 下位層の観測点とほぼ同じ条件で解析するものである．

つまり，統合対象点から 短距離にあるノード点との間で基線を組み，ノード点の座標値と大気遅延

パラメータについてはルーチン解に固定し，統合対象点の座標値および大気遅延パラメータを推定す

る．衛星軌道情報，位相特性モデル，海洋潮汐荷重変形，マッピング関数等，種々の設定は F3 解析シ

ステムと同一のものを用いる．ルーチン解析と異なる点は，ルーチン解析においては，ノード点を中



表-１ 全観測点の座標差の統計（単位:mm） 

ｾｯｼｮﾝ長 項目 基線方向 直行成

分 

鉛直成

分 

バイアスの RMS 0.2 0.3 1.0 24 時間 

 SD の平均 0.5 0.4 1.6 

バイアスの RMS 0.4 1.0 1.9 6 時間 

SD の平均 1.5 1.3 6.0 

心とする放射状基線クラスターに含まれる基線間の相関が考慮されるのに対し，統合対象点に関する

基線については，GEONET 点同士を結ぶ基線との相関が考慮されない点である． 

様々な長さの基線が含まれる C5 クラスター（中国地方～南西諸島地域）を対象に，ノード点以外の

観測点 201 点を統合対象点と見立てて，点毎に前述の手法による統合解析を実施し，F3 解析戦略によ

る解との差を評価した．解析対象期間は，前者が 2008 年の１年間，後者が 2009 年６月の１ヶ月間で

ある．表に，セッション長 24 時間(F3 解)及び６時間（Q3 解相当）の各場合について，基線解のバイ

アスの RMS および標準偏差の平均値

を示す．差は解のばらつきに比べて

無視できる大きさであり，本解析戦

略によって得られる座標解が，ルー

チン解と充分に整合するものである

ことがわかった． 

統合対象点の受信機が１周波受信

機である場合には，２周波の線形結合による電離層遅延量の補正ができないため，GEONET観測点の２

周波データを用いた，ネットワーク型の補正を行う手法が必要である．電離層遅延量の推定手法に関

して予備的検討を行い，以下のような知見が得られた． 

１）受信機の周波数間位相バイアスには変動があり，その大きさが１日で2TECUに達する場合がある．

充分な精度を確保するためには，これを位相差によって消去するか，位相差を用いずに推定するな

どの処理が必要である（衛星側についても同様の問題があるものと思われる）． 

２）GEONET点の位相中心変動(PCV)の幾何フリー線形結合(Lg)への影響は，概ね３cm以内，機種によっ

ては６cmに達するものと見積もられる．一部のGEONET点では，過去にPCVに強い方位性のあるアンテ

ナが用いられており，PCVモデルがそれを反映していないため，考慮を要する．また，衛星送信アン

テナの位相特性モデルは２周波が分離されておらず，電離層遅延推定の誤差源となる． 

３）Lgの二重位相差を用いて地域電離層モデルを概略推定し，その残差から， 小ノルム条件を課す

ことにより，衛星－観測点間の各視線に対する残差を復元するプログラムを試作した．一層のモデ

ル面への遅延残差の投影は，TECの波動の伝播などを捉えているが，同じ投影位置においても衛星に

よって値に差がある．二重位相差から視線値への再現処理の誤差の他に，モデル面への投影が，現

実の空間的不均質性を充分に表現できない可能性があり，更なる検討が必要である． 

４）整数値バイアスの決定に失敗したLgの二重位相差については，残差がバイアスパラメータに吸収

されるため，電離層遅延量（地域電離層モデルおよび残差を足した総量）が解析条件に大きく左右

され，精度が不安定であることがわかった．このことから，整数値バイアス決定の結果に応じて，

電離層遅延量の推定または補正値の適用の扱いを制御すべきであることが示唆される． 

 

４．結論 

２周波データが得られる観測点を対象として，GEONET のルーチン解への統合手法を検討した．統合

対象点と 短距離にあるノード点との間で基線解析を行い，ノード点の座標値と対流圏遅延量パラメ

ータをルーチン解に固定することにより，ルーチン解とほぼ同等の座標解が得られることがわかった．

なお，本手法によって座標値だけでなく大気遅延パラメータもルーチン解に整合した結果が得られる

ので，GPS 気象学研究への応用も可能である．また，電離層遅延量の推定手法について予備的な検討

を行い，いくつかの知見を得た．今後，これらの知見を踏まえて更に検討を進め，電離層遅延量の推

定および補正手法を構築する予定である． 



日本の標高基準系の絶対的位置決定技術の高度化に関する研究（第１年次） 

 

 

実施期間    平成 21年度～25年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室  黒石 裕樹 

１．はじめに 

測量法において，日本の標高基準は平均海面からの高さで表示すると規定され，水準測量で直接結

合されていない離島を除き，東京湾平均海面が平均海面を定義し，水準原点の原点数値が高さの基準

として定められている．その実現として，国土地理院による全国の一等水準測量網が構築され，これ

に準拠する基本水準測量，公共水準測量により標高基準が提供されている．この定義は，重力等のポ

テンシャル面であるジオイド面を高さの基準面とする正標高を理念として用いており，自由物体が重

力のポテンシャルに従って上から下へ落ちるという日常的な上下の感覚に対応する，物理的な高さを

意味している．ジオイド面の位置は目に見えるものではなく，また，その厳密な決定は困難であった

ことから，各国において，特定海域の平均海面位を基準として水準測量によって標高基準を個別に定

める手法が，一般に採用されている． 

一方，VLBI や GPS などの宇宙測地技術の進展とその国際観測の継続的な実施によって地表基準点の

幾何学的な三次元位置（経・緯度と楕円体高）が国際的測地基準系（ITRF）において正確に決定され，

我が国においても国際的な標準に基づく水平位置の表示が可能となり，世界測地系が導入された．ま

た，重力場観測衛星の登場，宇宙測地技術による世界の詳細な地形モデルの作成やジオイド決定手法

の高度化により，空間分解能が高い全球重力ジオイド・モデルが構築され，各国の標高基準系を統一，

あるいは，相互の位置関係を明らかにする国際結合を進める可能性についての議論が国際測地学協会

などで行われている． 

テクトニック・プレートの収斂境界に位置する日本列島では，（高さを含め）地殻変動による基準

点位置の時間変化が全国的に生じるため，標高基準系を維持するとともに地震サイクルにおける長期

的上下変動を把握するため，全国の一等水準測量が繰り返し行われている．長距離に亘る水準測量で

は，計測誤差の累積による系統誤差などによる内部歪みの存在が懸念される．そこで，長期的上下変

動把握や平均海面からの高さという標高基準系実現の高精度化を図るため，ジオイド・モデルの絶対

的精度向上を含め，標高基準系の絶対的位置決定技術の高度化が必要となっている． 

 

２．研究内容 

本課題では，日本の標高基準系の絶対的位置決定技術の高度化に取り組む．まず，全国水準測量か

らの標高決定において広域的な誤差を生じうる，潮汐（海洋潮汐荷重を含む）効果の影響について定

量的に評価，分析を行う．また，ESA（European Space Agency）により 2009 年 3 月に打ち上げられた，

全球重力場を詳細に観測することを目的とする衛星 GOCE（Gravity field and steady-state Ocean 

Circulation Explorer）による成果等を用いた中・長波長重力場の決定技術の高度化を通じた日本の

ジオイド決定の高度化を進める． 

初年度においては，水準測量からの標高差算出における天文潮汐と海洋潮汐荷重による傾斜効果の

推定手法を作成する．次に，作成された手法を代表的な一等水準測量の路線，地区を対象として適用

し，傾斜効果による誤差の定量的効果を見積もる． 

３．得られた成果 



はじめに，水準測量からの標高差算出における天文潮汐と海洋潮汐荷重による傾斜効果の推定手法

を作成した．潮汐効果のうち，天文潮汐については Tamura et al.（1987）の天体暦を用いた分潮合

成法、海洋潮汐荷重については Matsumoto et al.（2000）による海洋潮汐モデル Nao.99Jb を用いた

計算プログラム GOTIC2（Matsumoto et al.，2001）をそれぞれ用いて，水準観測時における傾斜量を

算出し，現実の水準測量実施条件における傾斜効果による標高差への補正量を求めるソフトウェアを

開発した． 

次に，全国の一等水準網からいくつかの代表的な地区を選び，開発されたソフトウェアを適用し，

路線に沿った累積効果の特徴、永年変形項との比較、環閉合差に及ぼす影響を定量的に評価し，地区

による違いを明らかにした．地区としては，①潮位振幅が小さく，南北に広く分布する北海道の日本

海沿岸の路線，②潮位振幅はやや大きく，緯度範囲が狭くて東西に延びた山陽地方の瀬戸内海側路線，

③潮位振幅が大きな有明海や島原湾に面する区間を含み，複数の環をなす九州地方の全体を選んだ．  

海洋潮汐荷重について，隣接水準点間（鎖部）の補正量は−0.93～0.78mm の範囲で分布し，潮位変

化の大きな海域に直交する方向において大きくなった．その RMS 値は，海域の潮位振幅の大きさに応

じて大きく異なり，北海道の路線と山陽西部と九州では 3 倍もの違いがある．また，路線に沿った累

積補正量は，全国同時網平均計算における単位重量あたりの標準偏差に比べ有意に小さい． 

天文潮汐では，1 鎖部あたりの補正量は−0.28～0.33mm の範囲で分布し，その RMS 値はいずれの路

線においてもほぼ同じであった．一方，補正量は緯度差に対する累積が大きく，累積量は永年項に比

べ約 2～4 倍の大きさを持つが，緯度差に対し非線形な変化も大きくみられた．したがって，天文潮汐

は，一等水準点における標高の絶対値において，系統的な較差を生じる効果を含み，標高の基準系と

して non-tidal 系を想定すると，時間変化項の累積効果が永年項の累積効果以上の大きさであること

が分かった． 

さらに，九州地方の五つの環について環閉合差に対する補正量を求めた．天文潮汐と海洋潮汐荷重

のいずれについても，一つの環において 5 mm を超える補正量であるが，その他の環では 3.2mm 以下

であった．環閉合差は，二つの環において 15 mm を超えているが，天文潮汐の補正により 1.6mm，8.1mm

といずれも低減するが，海洋潮汐の補正は必ずしも低減には繋がらなかった． 

 

４．結論 

一等水準測量の代表的な地区における天文潮汐と海洋潮汐荷重による傾斜効果の試算結果は，天文

潮汐の効果が環閉合差に現れうることが分かった．天文潮汐の効果は，永年成分では主要四島の緯度

範囲において約 4.9 cm の大きさを持ち，時間変化成分だけでも全国の標高値として数 cm の規模で系

統的な差をもたらしうることが明らかになった．これらのことから，日本の標高基準系のより高精度

な実現においては，どの永年潮汐系を用いるかという問題と併せて，天文潮汐の補正導入について検

討する価値がある． 

 

参考文献 
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oceanic tidal loading effect, J. Geodetic Society of Japan, 47, 243-248. 
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TOPEX/POSEIDON altimeter data into hydrodynamical model: a global model and a regional model 
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Tamura, Y., T. Sato, M. Ooe and M. Ishiguro (1987): A Harmonic development of the tide-generating 
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 GPS リアルタイム解析の品質向上に関する研究（第１年次） 
 

 

実施期間    平成 21 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 宗包 浩志 

        

１．はじめに 

GPS リアルタイム解析は，高速で進行する地殻変動の把握および防災情報の提供に活用が期待さ

れている．科学技術・学術審議会による「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進につ

いて（建議）」において，国土地理院は，GPS の 1 秒間隔データを用い，地震前後や火山噴火過程等，

高速に進行する地殻変動について，その時間推移を準実時間で把握する技術の高度化を図るとされて

おり，GPS リアルタイム解析技術を高度化することが求められている．また，国土地理院では，平成

21 年度から実施している研究開発基本計画の中で，「GPS 測量等 GNSS による測量の活用を図るため，

各種の誤差の低減及び迅速な位置情報の提供に関する研究開発を行い，測量等において必要な知見・

成果等が得られることを目指す」ことをうたっているが，GPS リアルタイム解析技術の高度化は，迅

速な位置情報の提供に資するものである． 

GPS リアルタイム解析は，スタティック解析に比べて観測誤差の影響を受けやすく，座標解の安定

性が低いことが知られており，リアルタイム性を維持しつつ座標解の安定性を向上させる高度な解析

手法の開発が必要である．GPS リアルタイム解析の誤差源は，主に，GPS 衛星からの電波が観測点付近

の地物に反射されて到達することにより発生するマルチパスと，大気による電波遅延によるものであ

ると考えられている．マルチパスに起因する誤差については，通常，GPS 衛星の配置がほぼ恒星日周

期を持つことを利用し，座標解を恒星日単位でスタッキングして作成された恒星日フィルタを用いて

補正されるが，実際の GPS 衛星の周期は，衛星毎にばらばらであり，恒星日からずれることが知られ

ており，正確な方法ではない．一方，大気による電波遅延は，通常，解析時に座標と同時に推定され

るが，大気による電波遅延量と座標解は強く相関している上，推定モデルが単純であって，荒天時に

は複雑な電波遅延が十分取り除けないため，その影響を軽減する新しい手法が求められている．  

 

２．研究内容 

本研究では，GPS リアルタイム解析における，マルチパスおよび大気による電波遅延量の影響を

軽減するため，位相残差マップを用いたマルチパス除去手法や数値気象モデルを用いた大気誤差の

低減手法について開発を行うことにより，GPS リアルタイム解析における座標解の品質向上を実現

する．そのため，後処理キネマティック GPS 解析について上記手法の開発を行い，次に，開発した

手法を GPS リアルタイム解析へ取り入れるための技術開発を行う．  

本年度は，後処理キネマティック GPS 解析について，位相残差マップを用いたマルチパス除去手

法の検討を行う． 

  

３．得られた成果 

マルチパス誤差低減において，恒星日フィルタに代わる手法として，各観測点においてマルチパス

位相特性モデルを用いた補正が可能であるか検討を行った．マルチパス位相特性モデルは，マルチパ

スによる GPS 電波の位相誤差を方位角および仰角ごとに与えるものであり，各観測点において，近傍



のマルチパスの影響を受けない開けた場所に参照 GPS 観測点を設け，その参照点との基線解析により

推定される． 

国土地理院構内の GPS 観測点において，マルチパス位相特性モデルを推定する試験を行い，誤差低

減効果の評価を行った．まず，Munekane et al. (2009)に従い，GEONET 観測点と参照観測点との間で

１周波相対測位を行い，その位相残差からマルチパス位相特性マップを作成した（図１（左））．次に，

その特性マップを用いて，キネマティック GPS 解析の実行時において，GPS 観測データを直接補正す

る処理を加えた．補正の結果，地理院構内の GPS 観測点「06S061」において，座標解のゆらぎが低減

され，水平成分，上下成分ともに，座標再現性が 10%以上向上した．  

なお，今年度用いたマルチパス位相特性マップは，その算出の際に観測局位置も同時推定している

ため，マルチパスが観測局位置に与えるバイアスについては考慮されていない．そのため，バイアス

誤差については今後の課題である．  
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４．結論 

GPS リアルタイム解析手法の高度化のため，まずキネマティック GPS 解析において，マルチパス誤

差の位相特性モデルを用いた補正が可能であるか検討を行った．国土地理院構内の GPS 観測点につい

て試験を行った結果，補正の結果座標解のゆらぎが低減され，水平成分，上下成分ともに座標再現性

が 10%以上向上するという結果が得られ，本技術の有効性が示された． 

 

参考文献 

Munekane, H., Y. Kuroishi, Y. Hatanaka, K. Takashima, M. Ishimoto, and M. Tobita (2009):An 

ultra-deeply anchored GPS station in Tsukuba,Japan –preliminary report-,Bull. GSI, 57, 11-17. 

 

図－１（左）マルチパス位相特性マップの例．方位角および仰角毎に位相誤差をプロットしている． 

（右）観測点「06S061」における補正前（赤線），補正後（緑線）の座標時系列．上から南北，

東西，上下成分を表す． 



地殻上下変動計測の整合性向上に関する研究 （第１年次） 

 

 

実施期間    平成 21 年度～平成 25 年度

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 黒石 裕樹  宗包 浩志 

 

１．はじめに 

日本の標高基準は，東京湾平均海面を基準とする高さの系として定められ，全国の一等水準測量を

骨格として決定されている．従来，重力場の影響については，正規重力モデルを考慮した正規正標高

の近似が用いられてきたが，「2000 年度平均成果」の構築では，実際の重力場情報を用いる正標高（ヘ

ルメルト高）に改良された．一方．GPS を始めとする宇宙測地技術の測地測量への導入と電子基準点

網（GEONET）の構築により，基準点の幾何学的な三次元位置が世界測地系に基づく測地基準点成果（測

地成果 2000）として決定され，これらの標高と GPS 測量で求められる楕円体高とを全国的に関係づけ

る「日本のジオイド 2000」も構築され，2002 年 4 月から利用されている． 

テクトニック・プレートの収斂境界に位置する日本列島は，地震や火山の活動が活発であり，それ

らの発生や進展機構の解明や監視を行うことが防災や減災の支援のために重要である．その取り組み

の一つとして，国土地理院では地殻変動の全国的な監視が継続して行われている．地殻変動の水平成

分については連続的な監視が GEONET により実現されており，上下変動については水準測量の繰り返し

観測に加え，近年では衛星 SAR（合成開口レーダー）による監視が取り入れられている．また，沿岸

部には験潮場が設置され，長期間に亘って潮位変化の観測が行われ，水準測量と併せて長期的な上下

変動の推定にも活用されている． 

GPS 技術については，IGS（国際 GNSS 事業）による国際観測や GEONET による国内観測が継続され，

それらを用いた測地測量技術の高精度化研究が国際的にも進められており，地殻の上下変動成分を安

定して観測する利用技術の発展が期待されている．上下変動の観測に関する，これら異なる技術は，

異なる高さ（物理的標高，幾何学的楕円体高や地殻に対する潮位面の相対高など）を捉えるものであ

る．したがって，我が国における地殻上下変動を短期，中長期的に高精度で把握するためには，これ

ら異なる技術について整合した変動観測を実現することが求められる．そこで，本課題では，上下基

準系に関係する，験潮，GPS，水準測量，ジオイド等の観測・モデルについて，それぞれの精度向上を

図るとともに，相互比較を通じて整合性の評価および改善を図ることを目的とする研究を行う． 

 

２．研究内容 

本研究では，上下基準系に関する計測である験潮，GPS，水準測量などの観測技術や，日本の標高基

準系の絶対的位置や内部整合性などを評価するための国際的な標高基準として期待される絶対的な全

球的ジオイド・モデルについて，相互の整合性を評価し，それらの整合性を高めるための解析技術の

改良を行う． 

初年度においては，国土地理院の験潮場における，GPS（P 点），験潮と人工衛星海面高度計による

潮位変化の観測について，地殻上下変動の速度推定に関する整合性を評価する研究を行う． 

 

３．得られた成果 

まず，全国 25 点の験潮場における潮位観測について経年的な時間変化を取り出すため，海洋潮汐と



気圧に対する応答成分の推定・除去を行う．潮位変化の短期的擾乱の影響を低減するため，1995 年か

ら 2008 年までの 14 年間の 30 秒ごとの潮位データから，前後 10 分間の平均値を取った１時間標本値

の時系列を作成し，Tamura et al.（1991）による潮汐処理プログラム BAYTAP-G を用いて海洋潮汐（短

周期成分）と気圧の応答を推定した．推定された海洋潮汐と気圧の応答成分を除去した潮位変化には，

鋸歯状の年周的変化が明瞭に含まれており，海水温度変化などに伴う潮位の季節変動を示していると

思われる． 

次に，衛星海面高度計による海面高の実測値を用い，潮位変化から海況変化に伴う変化を除去した．

海面高度計データとしては，AVISO（衛星海洋データアーカイブ・評価センター）の格子データを用い

た．このデータは複数の衛星海面高度計データを同化して得られたもので，格子サイズは 0.25×0.25

度，時間分解能は 7 日である．潮位データの補正は，まず，験潮場位置における海況変化に伴う潮位

変化として，AVISO の格子データを空間方向に spline 内挿，時間方向に線形内挿した時系列モデルを

作成し，これを潮位データから差し引くという手法により実施した． 

海況変化を補正した潮位データから得られた験潮場の地盤上下変動速度と，験潮場に設置されてい

る GPS 観測点（P 点）の GPS データの解析から得られた地盤上下変動速度を比較した結果，両者の間

によい一致が見られた．全 25 点のうち，群発地震による地盤変動の影響を受けている伊東験潮場を除

いた場合，上下変動速度について，両者の相関は 0.86，散布図における回帰直線の傾きは 0.92±0.23

となり，Nerem et al.（2002）による同様の研究に比べても良好な整合性を示す結果が得られた． 

 

４．結論 

験潮場における地殻上下変動の速度について，験潮と海面高度計を組み合わせて推定されたものと

GPS 観測から得られたものにおいて両者がよく一致することが分かった．次年度においては，海洋潮

汐と気圧応答を除去した時系列について，時間変化の局在化変動特性を明らかにするとともに，それ

らの特徴について験潮場間の相関（コヒーレンシー）を調べ，海象現象の共通性について分析を行う．

また，験潮と海面高度計による潮位変化について同様の分析を行い，潮位変化に含まれる海象起源の

変動の推定手法を検討する． 
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１．はじめに 

 近年，地理空間情報利用が拡大してきており，「いつでも，どこでも，誰でも」位置情報を活用で

きるユビキタス社会が実現しつつある．このような社会情勢の中，利用する位置情報の信頼性確保が

必要不可欠となってきている．また，多くの場合，位置情報はその位置が決定された時刻とセットの

４次元情報として利用されるため，位置情報の信頼性確保においては，位置および時刻を合わせた時

空情報としてその正当性を証明することが有効である(高橋ほか，2007)．そこで，本研究は，国家位

置基準を定めている国土地理院（GSI）と日本標準時を定めている（独）情報通信研究機構（NICT）が

中核となり，国家標準にトレーサブルな時空情報であるかどうかの正当性を検証する手法を開発する

ことを目的としている．なお本研究は，科研費基盤研究 A（課題番号 21241043）の助成を受けて実施

している． 

 

２．研究内容 

 VLBI では，電波源(Quaser)からの信号を複数の電波望遠鏡で同時受信し，相関処理して得られる望

遠鏡間の電波の到達時刻差を用いて，双方の望遠鏡の位置関係を決定できる．この手法を応用し，地

上デジタル放送等の電波源を用いて，時空情報認証局とユーザの位置関係から求められる理論的な電

波の到達時刻差と同じ相関処理結果が得られるかどうかで，その正当性を検証する仕組みを構築する

ことを目標としている．検証技術の構築では，日本標準時に準拠した高精度な時刻情報を配信する機

能の開発と，位置情報が国家位置基準に基づいていることを検証する機能の開発の２点が研究の主要

項目であり，後者について国土地理院が主体となって取り組む．第１年次には，時空情報検証制御サ

ーバーの設計と構築を行う． 



 

図－１ 時空情報正当性検証システム構成と開発     図－２ 仮想PCのメカニズム 

担当機関   

 

３．得られた成果 

時空情報検証制御サーバーの設計に際して，各システム構成機器とシームレスに通信・制御できる

ことが重要となるが，従来，その実現には，大きく分けて２通りのやり方がある．一つ目は，全ての

構成機器において，データフォーマット，プロトコル，コマンド体系等を統一規格とする方法，二つ

目は，各機器間の仕様の差異を制御サーバーで吸収する方法である．サービスとしてのシステムの安

定性や信頼性の点では前者にメリットがあるが，開発の効率性は，各機器に適した既存技術の可用性

が高い点で，後者にメリットがある．様々な技術について検討した結果，仮想化技術を取り入れ，物

理的には１台の制御サーバーに，ハイパーバイザー型の仮想OSをインストールし，その仮想OS上で様々

な制御サーバーを運用（図－２）することによって，各制御プロセスの独立性を高めることが可能と

なり，安定性，信頼性及び開発の効率性の全てを満足させることができることがわかった．この設計

を基に，19インチラックマウント型1Uサーバーに仮想OSであるVMWare vSphere4を構築し，その仮想OS

上にWindows 2008 Server R2，各種Linuxサーバー（CentOS5, Ubuntu9等）を動作させた．仮想OS上の

個々のサーバーは，仮想スイッチングハブによって接続し，超高速（1Gbps以上）で相互LAN通信が可

能となるように構築した． 

 

４．結論 

 時空情報正当性検証システムを統合管理する制御サーバーが構築できた．来年度以降，共同研究機

関において時刻情報の同期と位置情報から，４次元での時空情報の正当性を検証するための統合的な

認証システムを構築する予定である．本制御サーバーを用いることにより，各機器の開発や実証実験

の際に物理的な変更を加えることなく，各種OSやアプリケーションを使用した様々なパターンで試験

観測が可能となることが期待できる．一方，国土地理院においては，位置情報の正当性を高い精度で

評価し，検証する機能の開発が課題となる． 
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