
準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発（最終年次） 
 
実施期間          平成 15 年度～平成 22 年度 
測地観測センター衛星測地課 矢萩 智裕   吉田 賢司  
測地観測センター      矢来 博司   豊田 友夫  

 
１．はじめに  

国土地理院では平成 15 年度から平成 22 年度にかけて国土交通省総合技術開発プロジェクト「準天

頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発」を実施した． 

平成 22 年 9 月 11 日に準天頂衛星実機「みちびき」が打ち上げられ，GPS 衛星の測位の誤差要因を

補正する情報を配信し，測位精度を向上させる「補強」機能を用いた実証実験の環境が整った．本プ

ロジェクトでは，これまでの技術開発を元に測量向けの高精度測位補正情報の効果について検証した． 

２．研究内容 

（１）準天頂衛星から配信する測量用補正情報の概要と観測方法 

測量用補正情報は，次の４つで構成され，準天頂衛星の放送機能（LEX 信号）によって配信される． 

① 参照基準点情報：全国を 12 の領域に分割し各領域に参照基準点１点を設定し，参照基準点にお

ける GPS 観測データ（L１）を送信 

② 衛星軌道・時計情報，電離層グリッド間隔情報：IGS 超速報暦を補間した衛星軌道情報と全 20

点の電子基準点データから推定した衛星の時計情報等 

③ 対流圏遅延補正情報：全電子基準点上空の湿潤大気遅延推定量 

④ 電離層遅延補正情報：各領域毎，衛星毎の電離層遅延推定量（0.3°×0.4°） 

これらの補正情報は，240 秒（４分）サイクルで生成配信される．測位ユーザーはこの補正情報を

LEX 受信機で受信し，１周波 GPS 受信機で取得した観測データとともに参照基準点との間で相対測位

を行い，NW 型 RTK 法と同様の処理により，自身の座標値を算出する．座標値を求めるのに必要な時間

は概ね 15 分である．この測量方法は，必要エポック数の観測データを用いてバイアス決定することか

らスタティック法に近い測量方法で QZS 準スタティック法あるいは QZS-QS 法（Quasi-static 

positioning with GPS correction data via QZS LEX channel）と命名した． 

（２）実験方法と実施状況 

 今年度は，昨年度（平成 21 年度）の， 

① 水平成分は cm オーダーの測位解を得られているが上下成分の精度が低い． 

② 領域境界では，Fix 率，測位精度とも他の地域より精度が低い． 

という引き継がれた課題から，①については，大気遅延量推定に標高を考慮する．②については，

補正情報生成時に領域形状の見直しによる対応をとるシステム上の改良を行い実証実験に臨んだ． 

平成 22 年度は「標準的な地区（通常，測量が頻繁に行われると考えられる地域）」と都市部，山間

部，領域境界，海岸部の観測条件が「特徴的な地区」で実証実験を実施した．また，総プロの最終成

果の一つとして「測量作業マニュアル案」を作成することから，適用できる測量の範囲や点検手法等

を考慮した検証を行った．なお，作業は，12 月初旬から翌年 1 月中旬まで，実質 19 日間で実施した． 

３．結果と考察 

実証実験は当初から予期しない LEX 信号とアマチュア無線の干渉への対応から始まった．干渉への

対応は GPS 信号と LEX 信号を同時に受信できる一体型アンテナの周囲に高さ 5cm 程度（アンテナ中心

からの仰角は約 16°）にアルミニウム板のシールドを巻き付け一定受信可能と確認できたことから，
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以後シールドを付けて観測を継続した．下表は QZS-QS 法を用いて得られた観測結果に対して，参照基

準点（つくば１）とのスタティック解からの観測値の水平，上下の標準偏差を表示している． 

また，下図は同じく参照基準点とのスタティック解との水平成分の残差（RMS）を代表４地区について

プロットしたものである．図の色分けブロックは１セット 15 分の観測の状況と結果を表す．参照基準

点からの距離が 50km 程度までは FIX 率，標準偏差とも良好であったが，双方必ずしも参照基準点から

の距離に依存しない．色ブロック上 2 段の下側は１セット観測開始 5 分後に再スタートさせた併行観

測の状況を示している．さらに下 3 段の２ブロックは，先行・併行観測それぞれのΔN，ΔE，ΔU の

結果を表し，赤色は 10cm を超過しているセットを示している．高さ方向に関して赤色がほとんどとな

っているが，これは FIX はしているが大きく「外れ値」となるセットが入り交じっているためで標準

偏差の上下の数値でみれば概ね良好な結果となっている．ただし，この「外れ値」や NotFIX の原因は

特定できていない．観測期間の時間的な制約があり再測等まで時間をとれなかった． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表と図  各観測地区の FIX 率とスタティック解との標準偏差（表）及び RMS（図） 

４．結論 

 平成 22 年度の実証実験は，関東地域の標準的な地区及び特徴的な地区において実証実験を行い，測

量作業マニュアル案作成のための検証を行った．15 分観測の QZS-QS 法では，原因が特定できていな

い NotFIX 解が参照基準点との距離に無関係に現れたが，FIX 解を得られた解の標準偏差は概ね cm オ

ーダーで良好な結果であった．また，点検手法の１つとして，併行観測を実施したが，同じ外れ値を

得ることもあるため，２セット独立の観測を実施し点検する手法及び複数台同時観測を実施し共通誤

差を相殺させ環閉合や重複で点検する手法を測量作業マニュアル（素案）に盛り込んだ． 

 測量作業マニュアル（素案）の適用対象は，公共測量準則の１級～４級基準点測量，地形測量等の

TS 点設置や応用測量の用地境界点測量などである．QZS-QS 法は特に携帯電話の通信サービスエリア外

で有効であり，山地の地籍測量や森林測量などの分野で測量手法の選択肢が広がることが期待できる． 

 なお，測量作業マニュアル（素案）の実際の運用には，アマチュア無線との干渉，LEX 信号の運用

調整，補正情報配信事業の確立など課題が残されている． 

 

表中，下線のある地区名は特徴的な地区を，FIX 率の 
網掛けは 80%以上を標準偏差は 10cm 以下を示す. 

計 補正途絶 Ratio小 水平 上下
0km 100% (28/28) 0 - - 0.2 0.4
28km 100% (28/28) 0 - - 0.5 1.7
30km 93% (26/28) 2 0 2 0.4 2.0
49km 89% (25/28) 3 1 2 4.5 8.8
50km 96% (27/28) 1 0 1 0.5 2.0
54km 75% (21/28) 7 2 5 25.3 16.3
74km 70% (19/27) 8 5 3 10.2 2.4
78km 68% (19/28) 9 3 6 5.5 3.7
83km 100% (28/28) 0 - - 0.5 1.8
97km 93% (26/28) 2 0 2 0.5 1.6
98km 64% (18/28) 10 1 9 6.0 3.9
116km 82% (23/28) 5 1 4 25.0 48.9
119km 64% (19/28) 9 1 8 6.8 12.8
121km 39% (11/28) 17 9 8 18.6 52.7

領域4 125km 86% (24/28) 4 0 4 7.8 4.3
領域6 88km 79% (22/28) 6 0 6 13.7 13.3
領域4 134km 89% (24/27) 3 1 2 3.5 4.5
領域3 99km 89% (25/28) 3 1 2 1.9 9.9

標準偏差（cm）

⑮いわき

⑭滝

⑯
南足柄

⑧黒磯
⑨厚木

⑩矢吹

⑪二宮

⑫日本橋

⑬日光

②結城
③野田

④宇都宮
⑤板橋

⑥矢板
⑦稲城

地区名 基線長 FIX率
Not Fix解

①つくば
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リアルタイム解析の信頼性向上に関する研究 

 

 

実施期間          平成 16 年度～平成 22 年度 

測地観測センター地殻監視課 影山 勇雄  小島 秀基 

古屋 有希子 

 

１．はじめに 

GEONET の１秒データによる後処理解析（以下，「後処理 1 秒データ解析」という．）は，大規模な地

震が発生した場合に地殻変動量の把握のための解析に用いられている．後処理 1 秒データ解析は，定

常解析よりも精度が劣るものの，解析結果が得られるまでの時間が短いという特徴がある．しかしな

がら，解析の過程で手動による操作が必要となるため発災から最大で３時間程度の時間を要している．

そのため，処理を自動化し発災から概ね１時間で解析結果を得ることができるシステムを構築した． 

 

２．研究内容 

 後処理 1 秒データ解析に時間を要する原因として，①解析の起動が手動であり，地震後に参集す

る職員の到着を待たねばならないこと，②解析に用いるデータが１時間単位のファイルとして作成さ

れているため，ファイルが作成されるまでの待ち時間が最大１時間程度あること，③解析を行う観測

点選択等の設定作業（以下，「クラスタリング」という．）を手動で行っていること，の３点が挙げら

れる． 

これらのタイムロスを解消するため，①緊急地震速報をトリガーとしてシステムを自動で起動する

ようにし，②解析に用いるファイルの作成間隔を短期間にし，③クラスタリングを自動化させる，３

つの機能を実装した「準リアルタイム解析システム」を構築した． 

クラスタリングについては，内陸部の地震や海溝型の地震，規模による範囲設定等，様々な地震の

パターンに対応できるアルゴリズムを用い自動化させた． 

 

３．得られた成果 

 図－１に東北地方太平洋沖地震の配信データをもとに行った自動クラスタリングの結果を示す．地

震発生時に配信された緊急地震速報による震源情報は，震源の位置は北緯 38.1 度，東経 142.9 度，震

源の深さが 10km，マグニチュード 8.1 であった．図の赤色の星印は震央の位置，赤丸及び青丸は解析

対象に選ばれた観測点，緑丸はクラスター間の重複点を示している．また，解析の再現性を検証する

ために，異なる解析固定点からのクラスターを形成しており，図－１にそれぞれ示している．この例

では一方の解析固定点は電子基準点「桜川(93010)」を解析固定点とし，もう一方の解析固定点は「脇

野沢(960535)」とした，それぞれ５つのクラスターを形成している． これによって，当初，手動で行

うと１時間半程度を要していた作業が，緊急地震速報の配信された後，クラスタリングの作業が完了

するまでの時間が約 10 分となった． 
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図－１ クラスタリングの例 

 

４．結論 

自動クラスタリングによって，解析設定に要する時間を短縮させることが可能となった．今後は、

様々なケースで有効性を検証し、地震に伴う地殻変動情報をより的確かつ迅速に提供したいと考えて

いる． 

 

参考文献 

小島秀基（2010）：リアルタイム解析ソフトウェア rtNet のための自動クラスタリングツールのアルゴ

リズム検討，高等測量研修課題研究報告書． 
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電子基準点の GPS 近代化計画への対応に関する研究 

 

 

実施期間          平成 17 年度～平成 22 年度 

測地観測センター地殻監視課 影山 勇雄  小島 秀基 

古屋 有希子 

 

１．はじめに 

測地観測センターでは GPS 近代化計画へ対応するために，平成 18 年度より電子基準点の受信機更新

を計画的に進めており，P(Y)コードの保証がなくなる 2020 年末までには全点で GPS 近代化に対応させ

る予定である．また，GPS 近代化計画の一部である第３の周波数帯 L5 を採用することにより，周波数

の線形結合が増え，長い基線ではアンビギュイティの決定率向上が期待され，Galileo との相互運用

性など測位分野での活用が見込まれる.一方，アンテナを L5 対応型に交換する必要があるため，地殻

変動の連続監視への影響があることが懸念される．このため新しい L5 対応型チョークリングアンテナ

や受信機を用いて試験観測を実施し，GPS 近代化に対する GEONET の更新・改良の進め方を検討した．  

 

２．研究内容 

L5 対応型チョークリングアンテナ（トリンブル社製 TRM59800.00，TRM59800.80，ライカ社製 AR25）

及びチョークリングタイプとは異なるアンテナ（トプコン社製 PN-A5）を使用して以下の試験観測を

実施した．試験観測は，トリンブル社製アンテナ（TRM59800.00，TRM59800.80）及びライカ社製アン

テナ（AR25）については，長期安定性の確認のために GEONET の実運用でも使用している受信機（トリ

ンブル社製 NetRS）を用いて約４ヶ月間の試験観測を行い，トプコン社製アンテナ（PN-A5）について

は GNSS 対応受信機(NET-G3)を用いてアンテナの性能評価のために短期的な試験観測をそれぞれ宇宙

測地館屋上にて行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ データ取得率（トリンブル社製 TRM59800.00，TRM59800.80，ライカ社製 AR25）） 

 図－１に試験観測にて得られたデータ取得率の結果を示す．トリンブル社製アンテナ TRM59800.00

図－１ チョークリングアンテナのデータ取得率 
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及び TRM59800.80 は取得率が平均 99±1%であり， 現行のアンテナ（TRM29659.00）と同程度の性能で

あった．ライカ社製アンテナ AR25 では現行のアンテナと同程度の性能が得られたものの，一部データ

所得率が 10%を下回る日が見られたため，更なる試験観測が必要である． 

 

３．２ マルチパス（トリンブル社製 TRM59800.00，TRM59800.80，ライカ社製 AR25）） 

 図－２に試験観測にて得られたマルチパス（L1 及び L2）の結果を示す．現行のアンテナのマルチパ

スの平均値が 0.32±0.01（L1）及び 0.34±0.01（L2）であるのに対して，TRM59800.00 では 0.27±0.01

（L1）及び 0.36±0.01（L2）であり，TRM59800.80 は 0.15±0.00（L1）及び 0.30±0.01（L2），AR25

は 0.31±0.01（L1）及び 0.37±0.02（L2）となり，試験観測で使用した全てのアンテナにおいて，L1

及び L2 とも現行のアンテナと同程度もしくはそれよりも良い結果となった． 

 

 

 

３．３ データ所得率及びマルチパス（トプコン社製 PN-A5） 

 図－３にチョークリングタイプとは異なるアンテナを使用した試験観測の結果を示す．データ取得

率及びマルチパスの値はチョークリングアンテナと同程度の性能が見られた． 

 

 

 

４．結論 

今回の試験観測で使用したアンテナについて，L5 対応型チョークリングアンテナのデータ取得率及

びマルチパスについては現行のアンテナと同程度の安定性および性能が確認された．また，チョーク

リングとは異なるタイプのアンテナについても，同程度の性能が確認された．今後は，L5 についても

試験観測を行い，各アンテナの性能評価を行う必要がある． 

図－２ チョークリングアンテナの L1（左図）及び L2（右図）マルチパス 

図－３ PN-A5 のデータ取得率（左図）及びマルチパス（右図） 
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電子基準点成果の高精度化に関する研究（第７年次） 
 

 

実施期間          平成 16 年度～平成 22 年度  

測地観測センター地殻監視課 小島 秀基  影山 勇雄  

古屋 有希子        

 

１．はじめに 

現行の測地成果 2000 の骨格となる電子基準点成果は，1997 年を基準として計算されている．地殻

変動の顕著なわが国においては元期から 10 年以上経過した現在，地殻変動により測地網全体に歪みが

生じている．そこで歪を是正する成果改定の手法について検討するため，平成 19 年度以降，成果不整

合の等変動量図（以下，「コンター図」という．）を作成し考察を行ってきた． 

平成 23 年３月 11 日に起きた東北地方太平洋沖地震により，電子基準点「牡鹿」（宮城県石巻市）が

東南東方向へ約 5.3m 動き，約 1.2m 沈下する（本震発生時）など，北海道から近畿地方にかけて広い

範囲で地殻変動が観測された． 

そこで，コンター図を使用した成果不整合検出手法を用いて，地震後の電子基準点成果にどれほど

の不整合が生じたか確認した．これは平成 23 年度に実施される成果改定の基礎資料となる． 

 

２．研究内容 

地震前後でコンター図を作成し，電子基準点成果にどれほどの不整合が生じたか確認した． 

なお，ここでいう成果不整合とは，GEONET 定常解析（F3 解）に対して，測量成果との差をとり，そ

の差が隣接する電子基準点において異なることにより生じている歪みのことをいう．これは，電子基

準点の成果算出後，変動量が隣接する電子基準点間で異なる傾向を持つ場合に生じる． 

成果不整合を視覚的に表現するために，測量成果と定常解析の差を南北成分（Ｎ成分），東西成分（Ｅ

成分），鉛直成分（Ｕ成分）の３成分に分け，それぞれにおいて等変動量のコンター図を作成した．作

成手順は以下のとおりである． 

 

Ⅰ．地震前（2011/3/8～2011/3/10）の F3 解析結果を平均し，ITRF2005 から ITRF94 に変換． 

Ⅱ．F3 解析結果（ITRF94：Ⅰで求めた値）から成果値（ITRF94）を差し引き，1997.0 エポックから

地震前までの各電子基準点の変動量（⊿Ｘ⊿Ｙ⊿Ｚ）を求める． 

Ⅲ．各電子基準点の変動量を三次元直交座標値から，局地座標系の成分（⊿Ｎ⊿Ｅ⊿Ｕ）へ変換． 

Ⅳ．全電子基準点データを使用して，地図作成ツール GMT により，１cm ごとに等変動量線を描く 

Ⅴ．地震後（2011/3/24～2011/3/26）の F3 解析結果を用い，Ⅰ～Ⅳと同様に計算・作図． 

 

３．得られた成果 

 東北地方～関東地方にかけて，電子基準点間のコンターが密になっており，多くの電子基準点で成

果不整合が生じていることが確認できた（図－１）．この図で，点と点の間に 10 本のコンターが入っ

ていれば，この２つの電子基準点の間には東西成分で 10cm の不整合が生じていることを意味する． 
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図－１ 地震前（左）と地震後（右）の成果不整合の等変動量図（いずれも東西成分）． 

 

４．結論 

地震後，広範囲で電子基準点の成果不整合が生じていることを確認した．これは平成 23 年度に実施

される成果改定の基礎資料となる．成果改定では，このコンター図を使用した成果不整合検出手法を

用い，電子基準点間の不整合ができるだけ小さくなるような成果を算出する． 

 

 

 

東 西 東 西 

(m) (m) 
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潮位観測と GPS 観測を関連づけた地殻変動検出の研究 
 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 22 年度 

測地観測センター地殻監視課 三浦 優司  川元 智司 

 

１．はじめに 

 験潮による地殻活動の監視において，長期的な海面変動が誤差要因の一つとなっている．そこで，

験潮場に設置している GPS 観測局の観測データと，験潮による潮位データを用いて，海面変動量の推

定を行った． 

 潮位データは海面変動以外に，潮汐，気圧，その地域の局所的な地殻変動などによる変動を含むた

め，海面変動を議論するにはそれらの影響を見積もり，除去することが必要となる．本研究では，気

圧変化，潮汐，局所的な地殻変動に起因するものを除去した潮位データを作成し，その結果から 2003

年以降の験潮場における海面変動量の算出を試みた． 

 

２．研究内容 

国土地理院の 25 験潮場で記録された 30 秒間隔の潮位データから気圧変化と潮汐による影響を除去

した．その後，各験潮場に設置された GPS 連続観測点の GEONET 解（F3）を使用して，験潮場の局所的

な地殻変動を取り除くことで GPS 観測点の座標値を基準とした海面位置を計算した． 

 

（１）潮位データの処理 

 川元ほか（2009）の方法を利用し，気圧変化と潮汐変化を推定し，潮位データからそれらの成分を

取り除いた． 潮汐の影響と一次トレンドを考慮すると，潮位データ  ( ) は 

 

           ( ) =   +     +    ( ( ) - P ) +  (D cosω t + E sinω t)  +  e(t)  
         ・・・式（１） 

 

で表される．ここで，   は平均海面の高さ，   は一次トレンド，   は気圧変化に伴う定数（-0.01 m），

 ( ) は 時刻   での気圧， P  は標準大気圧（1013 hPa），    ，   は分潮の振幅， ω  は角速度，e(t) は
偏差成分である．これまで得られた潮位データから，最小二乗法を用いて，    ，    ，D  ，E  を推

定し，気圧成分（   ( ( ) - P )）と潮汐成分（ ∑ (D cosω t + E sinω t)      ）の除去を行った．この際，

気圧  ( ) は験潮場に最も近い気象台のデータを使用し， ω  は気象庁が潮汐の予報で用いる 60 個の

分潮の値を使用している． 

 

（２）GPS データとの結合 

 験潮場に設置してある GPS 連続観測点（GPS-P 点）のデータと組み合わせることで，気圧変化，潮

汐成分を取り除いた潮位データから，局所的な地殻変動成分を取り除いた．作成には，以下の式を使

用した． 

             L( ) = g(t) -  -  +  F( )                                 ・・・式（２） 

 

 g(t) は GPS-P 点の楕円体高，   は験潮場固定点を基準とした GPS-P 点の比高，   は観測基準面を

基準とした験潮場固定点の比高（観測基準面定数），F( ) は式（１）から気圧変化と潮汐成分を取り
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図－１ 作成した潮位データ（相馬）

除いた潮位データを表している．

 

３．得られた成果 

式（２）を用いて作成した潮位データに

動のトレンド成分を産出した（図－１）

におさまっており，全 25 験潮場平均で＋

すると，日本海側及び北太平洋側

南太平洋側では，海面下降の傾向が見られる

れた全球的な海面変動トレンドと

ると考えられる． 

 また，作成した潮位データでは

変化を確認できた．太平洋側の油壺

間，明瞭な潮位変化を見ることができる

現れ，海面の高さに変化が生じることが報告されている

期的な海面変化トレンドの推定だけでなく

ある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

 験潮場に設置された潮位データと

そこから算出した海面変動トレンド

合するものであった． 

今回作成した潮位データでは，

ことも確認できた．このような一時的な海面変化は海面変動量に影響をもたらす

量の算出には，その影響を取り除くことが課題となる．

 

参考文献 

川元智司，宮原伐折羅，三和功喜（

19 回国土地理院技術報告会，73

気象庁，海洋の健康診断表，http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/index.html

(accessed 22 Mar. 2011). 

トレンド成分：

図－２ 黒潮大蛇行時の潮位変化（鬼崎）

作成した潮位データ（相馬）  

． 

潮位データに，線形近似式をフィッティングさせることによって海面変

（図－１）．海面変動トレンドは，全験潮場において±

験潮場平均で＋1.1mm/year であった．各験潮場の海面変動トレンド

北太平洋側では，海面上昇の傾向が見られるが，四国から

海面下降の傾向が見られる．この傾向は，海面高度計（アルチメトリー

とほぼ一致しており，今回の計算結果は有意な海面変動量を示し

では，2004 年７月から 2005 年８月までに生じた黒潮大蛇行による

油壺，伊東，田子，焼津，鬼崎，海南，久礼の７

明瞭な潮位変化を見ることができる（図－２）．黒潮大蛇行が生じると，東海地方沿岸に冷水渦が

海面の高さに変化が生じることが報告されている（気象庁）．今回の潮位

だけでなく，日々の海面変動モニタリングとして活用できる可能性が

験潮場に設置された潮位データと GPS のデータを組み合わせることにより，海

面変動トレンドは，アルチメトリーで得られた海面変動トレンド

，黒潮大蛇行による一時的な周期一年程度の変動も顕著に捉えて

このような一時的な海面変化は海面変動量に影響をもたらす

その影響を取り除くことが課題となる． 

川元智司，宮原伐折羅，三和功喜（2009）：験潮場の GPS 連続観測データを用いた海面変動解析，第

73-74. 

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/index.html

トレンド成分：2.76±0.38mm/yr  

黒潮大蛇行の期間

黒潮大蛇行時の潮位変化（鬼崎）  

線形近似式をフィッティングさせることによって海面変

全験潮場において±12mm/year の範囲

の海面変動トレンドを比較

四国から静岡西部にかけての

アルチメトリー）から得ら

は有意な海面変動量を示してい

でに生じた黒潮大蛇行による潮位

久礼の７験潮場では，その期

東海地方沿岸に冷水渦が

今回の潮位データ作成手法は，長

海面変動モニタリングとして活用できる可能性が

海面変動量を推定した．

アルチメトリーで得られた海面変動トレンドの地域分布と整

一時的な周期一年程度の変動も顕著に捉えている

このような一時的な海面変化は海面変動量に影響をもたらす．長期的な海面変動

連続観測データを用いた海面変動解析，第

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/index.html 

トレンド成分：-1.83±0.87mm/yr 

の期間 
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験潮場井戸の応答特性調査 

 

 

実施期間           平成 18 年度～平成 22 年度 

測地観測センター地殻監視課 三浦 優司  川元 智司 

  中野 博美  藤咲 淳一 

 

１．はじめに 

国土地理院では，全国 25 箇所の験潮場で潮位の連続観測を実施している．平成 19 年 10 月から，国

土交通省防災情報提供センターでの潮位情報の共有化に伴い，国土地理院の験潮場の潮位 30 秒値も津

波や高潮などの防災情報として提供・利用されている． 

国土地理院の験潮場の潮位観測は，標高の基準決定と地殻変動の監視を目的としているため，波浪

などの短周期の潮位変化の影響を避け，長周期の安定した海洋潮汐を記録する構造になっている．そ

のため，津波などの比較的短周期の潮位変化では，潮位変化が大きくなるほど，外海と井戸内での水

位差と時間差が大きくなる．そこで，外海の水位変化を適切に判断するために必要な応答係数を求め

る調査（以下，「応答特性調査」という．）を実施している． 

 

２．調査内容 

験潮場井戸の応答特性調査は，平成 19 年度から平成 21 年度までの３年間に，21 ヶ所の験潮場にお

いて実施し，それぞれの験潮場における応答係数を求めている．平成 22 年度は，残りの験潮場 4 ヶ所

（奥尻，飛島，仮屋，阿久根）において，導水管清掃の前後に験潮場井戸内への小型ポンプによる排

水・注水を行い，各験潮場における応答係数を求めた． 

応答特性は，験潮場の導水管に付着する海洋生物や泥などの影響を大きく受けるため，導水管の清

掃作業前後に，注水及び排水後の潮位回復時間の測定作業を実施している．注水作業は，導水管の口

に栓をして，井戸内へポンプで約１ｍ注水して験潮儀の浮標を浮かべ，導水管の栓を抜き外海と同じ

潮位に回復するまでの時間を１秒単位で測定する．排水作業は，導水管の口に栓をして，井戸の水面

からポンプで約１ｍ排水して験潮儀の浮標を浮かべ，導水管の栓を抜き外海と同じ潮位に回復するま

での時間を 1 秒単位で測定する． 

 

３．得られた成果 

市川ほか（2002）では，井戸内外の１ｍの水位差を解消するのに要する時間を験潮場の回復時間と

定義している．回復時間は，実際に測定した回復するまでの時間と外海と井戸内の水位差を用いて求

めることができる． 

これまでの調査で得られた各験潮場での回復時間と応答係数を表－１に示す．今回実施した４ヶ所

の験潮場では，導水管清掃前後で回復時間，応答係数に顕著な違いが表れた．これは，導水管清掃で

波浪防止装置やストレーナ部分に付着していた海洋生物や泥を除去したことにより，海水の出入りが

改善されたためである． 

図―１は，勝浦験潮場で観測した「東北地方太平洋沖地震」による津波波形のデータを，今回の調

査で得られた応答係数から外海の津波波形に補正したものである．応答係数から外海水位への補正は，

岡田ほか（1988）にある補正式を用いた．勝浦験潮場で観測された津波の最大波形の振幅は，観測し
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験潮場 清掃前 清掃後 清掃前 清掃後

忍　路 132 123 0.0034 0.0037

奥　尻 425 226 0.0011 0.0020

浅　虫 69 60 0.0065 0.0075

男　鹿 2724 1585 0.0002 0.0003

飛　島 537 245 0.0008 0.0018

鼠ヶ関 403 401 0.0011 0.0011

相　馬 816 686 0.0006 0.0007

勝　浦 361 250 0.0013 0.0018

油　壺 164 92 0.0028 0.0049

小　木 660 251 0.0007 0.0018

柏　崎 952 167 0.0005 0.0027

輪　島 4048 2530 0.0001 0.0002

三　国 224 163 0.0020 0.0028

回復時間（秒） 応答係数

験潮場 清掃前 清掃後 清掃前 清掃後

伊　東 271 270 0.0017 0.0017

田　子 520 359 0.0009 0.0013

焼　津 346 243 0.0013 0.0019

鬼　崎 173 137 0.0026 0.0033

海　南 63 56 0.0072 0.0081

田　後 481 501 0.0009 0.0009

須　佐 2296 244 0.0002 0.0019

久　礼 317 302 0.0014 0.0015

仮　屋 345 112 0.0013 0.0040

細　島 35 30 0.0129 0.0151

阿久根 741 142 0.0006 0.0032

沖　縄 195 179 0.0023 0.0025

回復時間（秒） 応答係数

た潮位と補正した潮位で，1cm を超える違いは見られなかったが，最大波形のピークの到達時刻は，

補正することで 20 秒程度早くなった．これは，験潮場井戸で観測した最大波形のピークの到達時刻が，

外海よりも 20 秒程度遅れていたことを示唆している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．結論 

国土地理院の所管する 25 ヶ所の験潮場での応答特性調査が終了した．これまでの応答特性調査で，

短周期の潮位変化を判断するための応答係数を明らかにすることができた．国土地理院の験潮場は，

長周期の安定した海洋潮汐を記録する構造になっているため，津波などの比較的短周期の潮位変化で

は，外海と井戸内での水位差と時間差が生じる．今回調査した応答係数を活用することで，国土地理

院験潮場の防災情報への活用をより一層図っていく． 

 

参考文献 

市川真人，西村文男，遠峯勉（2002）：検潮所の応答特性調査について，測候時報，69，特別号，S117-S122. 

岡田正実，阿部邦昭，佐竹健治（1988）：検潮井戸の応答特性，日本海中部地震津波の発生・増幅機構

と破壊力，文部省科学研究費報告，No.A-63-1，57-86. 

表－１ 導水管清掃前後の回復時間と応答係数 

図－１ 2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震による潮位変化（勝浦験潮場） 

算出潮位 

観測潮位 

応答係数から算出した潮位 

験潮場で観測した潮位 

最大波形 
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