
基線場におけるトレーサビリティに関する調査研究（第 3 年次） 

 

 

実施期間 平成 22 年度～24 年度 

測地部測地基準課  佐藤  雄大 

 

1. はじめに 

 国土地理院では，測量に用いる測距儀及び GNSS 測量機の点検・検定等で使用される施設「基線場」

を維持管理している．基線場は複数の基線測点から構成されており，それらの点間距離（基線長）が

測量機の検定で基準とする長さ（成果）となる．国土地理院が管理する測距儀の検定用基線場では基

線長約 250 m，400 m 及び 1000 m，GNSS 測量機の検定用基線場では基線長約 1 km 及び 10 km の間隔

で基線測点が設置されており，これらの成果は 1 mm 単位で提供されている．測距儀の検定用基線場

の成果を決定する際には，国土地理院の標準機であるトータルステーション TS30 または TCA2003 を

用いて測定を行っており，これらは（独）産業技術総合研究所の特定標準器により 200 m の長さにお

いて国家計量標準（国際標準）とのトレーサビリティを確保するための校正がなされている．この校

正は，屋内の安定した気象条件下において実施されているため，主として屋外での作業となる測量に

おいてトレーサビリティを適用することについては，調査研究が続けられているところである． 

 このため，屋外における標準機 TS30 による距離測定の精度を確認し，かつ TS30 と GNSS 測量機に

よって得られた距離の比較が行えるよう，平成 23 年度の調査研究において屋外で約 2 km の試験観測

を実施するための基線場の設置候補地について 8 地区の現地調査を行い，そのうち 3 地区を観測条件

が良好だと考えられる最終候補地とした．本年度は，その中でも最も観測に適している利根川支流の

河川管理用道路において，土地管理者と基線場設置について協議の上，基線場の設置並びに TS30 及

び GNSS 測量機による試験観測を実施し，観測値の比較を行った．本調査研究ではその結果について

報告する． 

 

2. 作業地域及び観測手法 

 試験観測を実施するため，茨城県常総市と坂東市の

境界を流れる利根川支流飯沼川左岸に敷設された河川

管理用道路脇に基線場を設置した（図-1）．これまでの

調査研究等により，光波測距儀による距離測定は，屋

外でも 200 m 程度であれば問題なく気象補正ができる

との報告がなされていることから，直線状に約 200 m

の間隔で 11 点の基線測点を設置し，200 m の距離観測

を 10 基線繋げることで 2 km の基線長を求めることと

した．GNSS 測量機による観測は TS30 の観測中に器械

を設置していない測点上で行い，距離 2 km，1.2 km 及

び 1 km の３基線を観測した．全ての観測は平成 24 年

11 月 5 日から 22 日にかけて実施し，観測手法・条件

の概要は表-1 に示すとおりである． 

 図-１ 作業地域図 
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表-1 基線長試験観測の手法  

 
 

3. 観測結果及び考察 

 TS30 による各基線の距離測定における基線長の最良推定値と精度を示す拡張不確かさ（＝標準偏差

2σ）の計算結果と GNSS 測量機及び TS30 のそれぞれの手法により求められた基線長との差を表-2 に

示す． 

 TS30 による観測では，10 基線全てにおいて往復観測の較差が 0.7 mm 以下となり，許容範囲の 1.0 mm

以内であった．また，拡張不確かさも各基線で約 0.1 mm（0.11～0.13 mm），基線 0-2000 で 0.38 mm で

あった．気象補正量は 1～2 mm 程度であることから，十分な気象補正により本結果が得られたと考え

られる．また，GNSS 測量機による観測では観測日数は多くないが，基線 0-2000 における 2 セッショ

ンの較差は 2mm であり，GNSS 測量機の精度を考慮すると安定した結果が得られた．一方，両機器に

よる観測結果を比較すると，距離 1 km の基線では 2 mm 程度，距離 2 km 及び 1.2 km の基線では 6 cm

程度の差があり，1.2 km 以上の距離で大きな差が認められた．距離 1 km の基線では，GNSS 測量機に

よる観測精度を踏まえると標準機である TS30 とほぼ同等の結果が得られた一方，距離 1.2 km 以上で

生じた 6 cm の較差は明らかに大きい値であり，その原因について調査する必要がある． 

 

4. 今後の課題 

 今回の作業で実施した TS30 及び GNSS の観測は再現性

の良い結果が得られたが，それぞれの観測手法間で測定さ

れた距離に無視できない差異が認められた．その原因につ

いては，現在考察を行っているところであるが，観測のデ

ータ量が少ないため，測量におけるトレーサビリティ体系

についての検討を進めていくためには試験観測を続ける必

要がある．その際には，200 m 基線での観測精度が非常に

高いことが本作業にてわかったことから，400 m 基線での

観測による作業の効率化も考慮に入れ実施する予定である． 

 

参考文献 

国土地理院（2005）：距離基線場トレーサビリティ体系・標

準化に関する調査研究作業（Ⅱ）報告書． 

1.         TS30による観測

    ①            国土地理院の標準機TS30（トータルステーション）を用いる。

    ②           器械とミラーがほぼ水平となるよう器械高を調整する。

    ③            測定は１セットを10読定とし、読定単位は0.1 mm位とする。

    ④            各基線６セットずつの往復観測を行う。ただし、往観測と復観測は同一日に行わない。

    ⑤            各セット開始時及び終了時に器械点及びミラー点の気象条件（気温・気圧等）を記録する。

    ⑥            セットの間隔は30分以上あける。

2.         GNSS測量機による観測

    ①            受信機はTrimble R7（GPSのみ受信）、アンテナはチョークリングを使用する。

    ②    観測条件は観測時間６時間、最低高度角15度、データ取得間隔30秒、最低衛星個数５個とする。

表-2 試験観測結果（単位は m） 

基線 最良推定値 拡張不確かさ

0-200 200.0227 0.0001

200-400 200.0114 0.0001

400-600 200.0337 0.0001

600-800 200.0364 0.0001

800-1000 200.0455 0.0001

1000-1200 199.9524 0.0001

1200-1400 199.9578 0.0001

1400-1600 199.9484 0.0001

1600-1800 200.0175 0.0001

1800-2000 200.0227 0.0001

計 2000.0486 0.0004

E
D
M
に
よ
る
観
測

基線
基線長

（セッション
No.）

EDMとの差

1999.982
(320)

0.066

1999.984
(325)

0.064

0-1200
1200.042

(326)
0.060

600-1600
999.939

(327)
0.002

G
N
S
S
に
よ
る
観
測

0-2000
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ジオイド・モデル改定に向けた解析手法の研究（第 8 年次) 

－新たなジオイド高データを使用したジオイド・モデルの構築－ 

 

実施期間     平成 17 年度～ 

測地部物理測地課 兒玉 篤郎  森下 遊 

 

1. はじめに 

ジオイド・モデル「日本のジオイド 2000」（以下，「現モデル」という．）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，順次整備地域の拡大に伴い，

データの追加を行い，2010 年 10 月 1 日には有人の島嶼を含む日本全国（北方領土を除く）の地域の

整備を終了し，ver．5 を公表した． 

現モデルは，ジオイド高データの分布の偏りにより，一部の半島等では精度が低いこと，さらに，

2004 年 7 月 1 日の電子基準点標高成果改定に伴う誤差も含まれていることがわかっている．これらの

問題を解消し，より高精度なジオイド・モデルを構築するために，全国にほぼ均等に設置されている

電子基準点（二等水準点）でジオイド測量を実施し，ジオイド高データを整備している． 

昨年度，これまで取得してきた電子基準点付属標のジオイド高データを用い，取得が密な西日本（東

経 139 度以西）を主な地域として，新たなジオイド・モデルを試作した（以下，「試作モデル」という．）

（森下，2011b）．今年度は，試作モデルを基に，離島を除く中国・四国・九州の地域（以下，「対象地

域」という．）について新たなジオイド・モデルを構築し，現モデルと繋ぎ合わせた新ジオイド・モデ

ル「日本のジオイド 2011」（以下，「新モデル」という．）を今後公開する予定であるので，その経過

報告を行う． 

 

2. 研究内容 

まず，昨年度の試作モデルの構築に使用した電子基準点付属標のジオイド高データの更新・追加を

行った． 

また，電子基準点の標高改定後（H15 年度以降）に観測してきた水準点上での GNSS 観測（6 時間）

によるジオイド高データ（以下，「水準点ジオイド高データ」という．）及び験潮場におけるジオイド

高データ（以下，「験潮場ジオイド高データ」という．）を評価しモデル構築を行った．水準点ジオイ

ド高データは，現モデルで精度が低いとされている地域について重点的に取得されており，局所的な

精度の改善が期待できる．験潮場ジオイド高データは，沿岸部に位置しており，内挿計算を行うモデ

ルの性質上，重要な点である． 

 

3. 得られた成果 

電子基準点付属標のジオイド高データは，電子基準点本点の楕円体高から本点～付属標間の比高を

差し引いた値を付属楕円体高とし，その楕円体高と水準測量により取り付けた付属標標高との差によ

り求めている．電子基準点本点と付属標間の比高は， GNSS 測量（6 時間観測）によるもの（以下，

「GNSS 比高」という）と，TS による付属標と本点のピラー上部に設置されたレドームのネジとの高

低差観測（以下，「TS 比高」という）及びレドームネジからアンテナ底面までの比高（以下，「レドー

ム内比高」という．）（実測値又は設計値）の和によるものがある．試作モデルでは，GNSS 比高，TS

比高＋レドーム内比高（実測値），TS 比高＋レドーム内比高（設計値）の優先順位で使用し，ジオイ
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ド高データを作成した． 

今年度は，平成 23，24 年度に行われた電子基準点全点のアンテナ交換に伴いレドーム内比高の実測

値が大幅に増加したため，GNSS 比高と TS 比高＋レドーム内比高（実測）の比較を行った．その結果，

比高差は最大で 2.1cm となり，標準偏差は 6mm であった．また，両者の比高精度の差は 3mm 程度と試

算されており（森下，2011a），同程度の計測精度であるとみなせることから，新モデルの構築では GNSS

比高と TS 比高がある点については平均値を採用することとし，ジオイド高データの更新を行った．

レドーム内比高が設計値のみであった観測点は，実測値へ更新した．また，新たな観測により試作モ

デル計算時から 145 点の付属標のジオイド高データが増えた． 

水準点ジオイド高データ及び験潮場ジオイド高データについては，共に標高は既知であるが，電子

基準点と整合した楕円体高成果が計算されていなかったため，電子基準点成果を既知点として観測デ

ータを GAMIT/GLOBK により解析することで楕円体高を算出し，ジオイド高を計算した．なお，楕円

体高の算出過程においては，セミ・ダイナミック補正を行った． 

得られたジオイド高データを，最新の電子基準点付属標のジオイド高データのみで作成したジオイ

ド・モデルと比較した結果，水準点ジオイド高データの RMSE は 2cm 程度，験潮場ジオイド高データ

の RMSE は 3cm 程度と両データとも電子基準点付属標ジオイド高データと同程度に整合していた（森

下・兒玉，2013）．  

 

4. 結論 

今回の結果より，新モデルは，水準点ジオイド高データ及び験潮場ジオイド高データも用いて構築

する．新モデルの構築は今年度中（3 月 22 日）であることから，入力データとなるジオイド高データ

が全て揃った段階で構築が迅速に進められるように，仮データ等を用いてパラメータの推定などの準

備をしていく． 

 

5. 謝辞 

本論で使用した JGEOID2008 は，地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室長の黒石裕樹氏から提

供していただいた．また，計算手法などの技術面でも多くの助言をいただいた．2008 年度以前のセミ・

ダイナミック補正パラメータは，測地基準課基準管理係長小門研亮氏に作成していただいた．ここに

記して謝意を表します． 
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重力基準網の高度化に関する研究（第 7 年次） 

 

 

  実施期間         平成 18 年度～       

測地部物理測地課 岡村 盛司   宮﨑 隆幸 

                                      

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，二等重力成果を結合させた新しい日本重力基準網（JGSN2011）の構築を進めている． 

本研究は，これまでに得られた基準及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．また，東北地方太平洋沖地震に伴

う重力変化を反映させるため，平成 24 年度に実施した鹿野山・つくば地区及び弘前地区の成果も考慮する予

定である． 

 

2. 重力基準網の構築手順 

 構築は次の手順で行なう。 

① 東北地方太平洋沖地震に伴う重力変化を求める． 

② ①で求められた結果を考慮して，全国に 29 点ある基準重力点の重力値の決定する． 

③ 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 年以降に実施された基準，一等重力

点，水準点約 150 点からなる一等重力網を決定する． 

④ 最後に基準重力点及び一等重力網を既知として，二等重力測量の結合を行う． 

 

3. 研究内容 

今年度は，JGSN2011 を構築するために必要となる下記の検証を行なった． 

① ラコスト重力計の周期誤差の検証 

② 重力鉛直勾配の検証 

③ ラコスト重力計の最適磁方位の検証 

 

4. 得られた成果 

① ラコスト重力計の周期誤差の検証について 

周期誤差とはラコスト重力計の読み値に対して表-1 の周期が存在することである．ラコスト重力計

G-83 であれば測定の読定値に対して 1.00，3.94，7.88…の各周期について一定の振幅，位相を持った

正弦波状の誤差が現れる．観測される周期誤差は各周期の合成である．この振幅と位相を各周期に対

して求める検証を実施した．ただし今回の推定では 1006.0，2200.0 の超長周期の推定は行わない．こ

れらを精度よく推定するためには日本全国に及ぶ大きなレンジでの観測が多数必要であり，そのよう

なデータは非常に少なく，またスケールファクターの誤差が大きく混入するためである．また，その
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表-1 ダイアルの 1 回転=読定 

G-83 ,G-118 G-554

1006 2200

603 1100

70 .94 73 .33

35 .47 36 .67

7 .88 7 .33

3 .94 3 .67

1 1

ような条件で微細な周期誤差を見出すことは難しく，実際の重力測量

作業においても読定値の差が 200 を超えるようなことは極めて稀であ

るから，推定を行なわなくても実害はほぼ無い． 

原理的には周期誤差を推定するにあたって新しく観測を行う必要は

無く，過去の重力測量のデータから計算することができる．しかし，

今回は，重力計の読定値の差が 8 以内（周期 8 以内）であるような短

周期周期誤差の検出に有効なレンジの重力差の観測は基本重力測量作

業ではデータが少なく短周期の周期誤差推定には不十分であること

から，国土地理院本館西側階段の 1 階から 6 階，中央階段の屋上階

のそれぞれと踊り場に重力観測点を全部で 12 点設けて観測を行った． 

観測を行い周期誤差の推定を行った結果，補正量はラコスト重力計の公称精度 10μGal を大きく下

回り，目標精度 10μGal の JGSN2011 には特段の影響がないことが判明した． 

 

② 重力鉛直勾配の検証について 

重力点の金属標面上の重力値は，絶対重力計 FG5 によって測定された重力値に，ラコスト重力計に

よって求められた重力鉛直勾配を用いた値である．その重力鉛直勾配の精度を検証するために FG5 を

通常時よりも 18cm ほど高く設置し，重力鉛直勾配を求め，ラコスト重力計によって算出された値と

比較した．比較では 18cm 高くするときに使用した三角点の盤石と観測時に降った雨の影響も見積も

った．求められた値とラコスト重力計から求めた重力鉛直勾配を比較すると 0.01μGal/cm になった．

この差の範囲内であれば金属標面上に化成する前の重力値は 0.1μGal 未満の変化となるが，金属標面

上に化成となると重力値に 1μGal 程度の差が発生することになる．そのため JGSN2011 の成果は，重

力鉛直勾配を示して公表することとした． 

 

③ ラコスト重力計の最適磁方位の検証 

ラコスト重力計による観測は，同一方向（通常は磁北方向）に向けることで，磁気の影響を無いもの

としてきたが，その測定方法を検証するために最適磁方位を見つけ出す検証作業を行った． 

検証は重力測定棟及び御前崎地殻活動観測場内で実施した。検証の結果，これまで重力係が行って

きた磁北に向けての観測方法には，磁場の影響がないことが判明した． 

 

5. 結論と今後予定 

JGSN2011 の目標精度を確保するためにラコスト重力計の周期誤差と重力鉛直勾配の検証を行い，大き

く影響しないことが確認できた．また，JGSN2011 を公開するときは，重力鉛直勾配を示すこととした． 

 これらの結果を踏まえて，基準重力点の解析時の潮汐補正方法を統一し，網平均計算の方法を確立して

JGSN2011 を構築する予定である． 

 

参考文献 

Kuroishi and Murakami (1991)：Results of Absolute Gravity Measurements by GSI(Ⅲ),Bulletin of the GSI, 36, 21-31. 

地理院(1976)：日本重力基準網 1975 の設定,測地学会誌, 22, 65-76. 

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. 
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地磁気データの準リアルタイム提供に関する研究 
 

 

実施期間     平成 24 年度 

測地部物理測地課 阿部 聡   

 

1. はじめに 

平成 23 年度，国土地理院では CS 向上調査チームを立ち上げ，業務に関するニーズ調査を実施した．

調査テーマの一つとして地磁気業務が取り上げられ，結果として地磁気業務の重要性が明らかになっ

た．また，CS チームは業務改善提案として，ニーズを反映した「1 秒値データ・リアルタイム提供」

を挙げている．国土地理院の提供する地磁気データは分値及び時間値であり，より細かな秒値も得て

いるものの，公開はしていない．そこで，ニーズを反映した業務改善提案を受け，秒値データの提供

に取り組むこととした． 

 

2. 研究内容 

 まず，秒値公開の対象となるのは，毎秒サンプリングを実施している 3 箇所の観測所である．また，

鹿野山及び水沢測地観測所は，以前有人施設であったため，IP-VPN による院内ネットワークに接続さ

れている．リアルタイムでの提供を考えた場合，LAN を経由すればほぼリアルタイムでのデータ取得

が可能になる．この理由により，公開対象は鹿野山及び水沢測地観測所の 2 箇所とする． 

 公開対象を以上のように選定した上で，秒値公開のためのシステムを作成した．簡単なフローを以

下に示す． 

 (a) 鹿野山及び水沢の秒値生データをつくばのデータ処理用サーバへ転送する 

 (b) 秒値の生データに対し，温度係数・感度係数・基線値の補正を行い，絶対値化する 

 (c) 水沢のデータに対し，ノイズ処理を実行 

 (d) 直近の 24 時間分のデータを生成し，グラフを描画 

 (e) 0 時 0 分 0 秒から 23 時 59 分 59 秒までの 1 日分のデータを生成し，ファイルを圧縮 

 (f) グラフ及び圧縮したファイルを外部公開サーバに転送 

一連の動作によってグラフとデータを作成するようなシステムを構築したが，リアルタイムでの処

理をするには量が多いため，10 分ごとにこの処理を行うようにした．(a)の処理と(b)の処理には 1 分

のタイムラグを与えているため，最大で 11 分の遅れが生じることになる．そのため，リアルタイム提

供では無く，準リアルタイム提供となる． 

 (a)の処理は，各観測所の収録 PC に転送プログラムを用意し，Windows のタスク機能で 10 分毎に動

作させている．(b)から(f)の処理はすべて同一の Linux サーバ内で順に実行される．なお，指定時間に

指定コマンドを自動的に実行させるサーバの cron 機能を用いて 10 分毎に動作させている．水沢測地

観測所の秒値にはスパイク状のノイズが乗るため，(c)の処理に示している簡単なノイズ処理を施すこ

ととした．ノイズを取り除いたデータに対し，(d)の処理で秒値グラフを描画し，(e)の処理でデータ生

成を行い，(f)の処理で外部公開サーバに転送することで準リアルタイム提供を実現する． 

 

3. 得られた成果 

 2.で示した処理システムを作成し，2012 年 11 月から秒値グラフ及びデータの準リアルタイム提供を

開始した．まずは(c)の処理において行っているノイズ処理の結果を図-1 に示す． 
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図-1 ノイズ処理前（左）とノイズ処理後（右）の秒値グラフ（一部拡大） 

 

ノイズ処理前はスパイクノイズが頻繁に見られているが，処理後はかなり少なくなっていることが確

認できる．この処理によって，よりよいデータの提供が可能となったことがわかる．また，ニーズに

応えた結果の判断指標の一つとして，公開後のアクセス解析を行った(表-1)．  

 

       表-1 アクセス解析の結果      (件) 

 11 月 12 月 1 月 

鹿野山 
秒値データ 174 96 54 

秒値グラフ 1324 939 771 

水沢 
秒値データ 84 43 33 

秒値グラフ 1262 873 726 

 

結果として，グラフの閲覧数が非常に多いことが確認された．公開直後はアクセス数が多かったが，

時間の経過と共に減少傾向にある．今後も推移を注視したい． 

また，データ用途の一つとして，地殻活動を監視するボアホール型傾斜計は地磁気活動に影響を受け

ることが分かっている（藤咲，2004）．準リアルタイム提供を開始したことにより，測地観測センター

では地磁気秒値データで補正したボアホール型傾斜計のデータによる地殻活動監視が開始された． 

 

4. 結論 

CS 向上調査チームの業務改善提案を受け，地磁気秒値データの準リアルタイム提供に向けての取り

組みを行った．システムを構築し，2012 年 11 月から準リアルタイム提供を開始した．その後のアク

セス解析により，グラフの閲覧数が多い結果が明らかになった． 

 

参考文献 

藤咲 淳一（2004）： 地中地殻活動観測装置における地磁気変化の影響について，平成 15 年度調査

研究年報 
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VLBI2010 に関する研究(第 2 年次) 
 

 実施期間 平成 23 年度～平成 24 年度 

 測地部宇宙測地課 栗原 忍  川畑 亮二 

 

1. はじめに 

国際的な VLBI 観測のとりまとめ組織である国際 VLBI 事業（IVS）は，地球規模で起こる地震や津波，

火山噴火，海水面変動，洪水などの自然災害に対応するためのより高精度な VLBI 観測網を構築すること

を目的として，新たな国際 VLBI 観測の標準として「VLBI2010」を決定した．これは直径 12m 級で毎秒 12

度で回転する高速駆動アンテナ及び広帯域周波数受信対応のシステムを用いて，①1mm の精度での局位置

決定，②常時連続 VLBI 観測，③24 時間以内の成果算出を目指すものである． 

宇宙測地課では，VLBI2010 システムへの移行に対応するため，高速ネットワークを利用した e-VLBI 技

術による迅速な成果算出及び受信周波数の広帯域化による観測精度向上に関する研究を実施した． 

 

2. 研究内容 

（1） e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測 

平成 19 年度から，情報通信研究機構（NICT，Kashima 観測局），スウェーデン国チャルマース工科大

学（Onsala 観測局），フィンランド国アアルト大学（Metsähovi 観測局）と協力して e-VLBI 技術を活用し

た迅速地球自転計測の実験（Ultra-rapid dUT1 実験）を実施してきた．平成 23 年度は，オーストラリア国

Hobart 観測局を新たな観測局として加え，南北基線を含む観測網によって UT1-UTC（=dUT1）だけでな

く極運動パラメータについても推定する実験を行った．平成 24 年度は，更に南アフリカ共和国 HartRAO

観測局を加え，4 局 6 基線の観測網とすることで，観測局の幾何学的配置を地球姿勢パラメータ（以下，

「EOP」という．）の推定に最適化する試みを行った． 

 

（2） 広帯域データ記録装置の運用 

従来の VLBI 観測では，アンテナから送られてくる IF 信号（100-512MHz もしくは 512MHz-1024MHz）

を，ビデオコンバータを用いてビデオ帯域信号（2～16MHz 程度）に変換した後，既存のデータ記録装置

である K5VSSP でサンプリングしてデジタル信号に変換し，観測データとして記録している．一方，広帯

域データ記録装置は，アナログの IF 信号を直接サンプリングし，デジタル信号に変換した後，デジタル

処理にて任意の帯域を切り出して，ビデオ帯域信号として記録することができるため，ビデオコンバータ

が不要になる．また，最大 4Gbps の速度でのサンプリングが可能であるため，VLBI 観測で記録する周波

数帯を広帯域化し，観測精度を向上させることができる．平成 22～23 年度には，国土地理院の VLBI 観

測局であるつくば局，新十津川局，姶良局及び父島局に広帯域データ記録装置を設置し，試験運用を行っ

た． 

平成 24 年度は，広帯域データ記録装置で記録した際の位相校正信号（Pcal 信号）の挙動について調査

を行った.また，つくば局と新十津川局が参加する国内観測 JADE-1209 において，従来の記録装置による

4MHz 幅の信号記録と並行して広帯域データ記録装置による 8MHz 幅の信号記録を行い，両者の結果を比

較した。 

更に，平成 25 年 2 月 3 日に極小型アンテナ性能評価のための VLBI 観測を実施し，つくば局において

IF信号の全帯域を，サンプリング周波数 1024MHz及び量子化数 2ビットで記録する広帯域記録を行った． 
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3. 得られた成果 

（1） e-VLBI 技術を活用した迅速地球姿勢パラメータ計測 

この実験では，定常的に実施されている IVS 国際 24 時間観測のうち，Hobart，HartRAO，Onsala，つ

くばの 4 局が参加するものに併せて実施された．観測データを観測局からリアルタイムでつくば相関局に

転送し，基線を構成するデータの揃ったものから相関処理及びバンド幅合成を順次行う．一定時間（2～3

時間程度）のバンド幅合成出力ファイルが揃った時点で解析ルーチンが自動実行される．解析の際には，

NICT が開発したソフトウェア c5++を用いた．解析結果は，時系列グラフに描画され，自動的にウェブペ

ージにアップロードされる．これら一連の処理をすべて自動かつ確実に行うためのプログラムを開発した．

解析結果を検証すると，IVS 国際 24 時間観測のスケジュールは，本実験に参加している 4 観測局以外の

観測局も含まれており，必ずしもこの 4 観測局に最適化されたものではない．このため，解析に使用する

バンド幅合成出力のデータセットのうち，東西基線と南北基線のデータ数のバランスが悪く，観測基線の

幾何学的配置が悪くなる（例えば，40 個のデータのうち，東西基線が 35 個，南北基線が 5 個となる等）

場合，EOP 推定の誤差が大きくなる．これを回避するため，別途，IVS の定常観測とは異なる特別スケジ

ュールを組み，5 回の実験を行った（表-1）． 

実験は，観測局側で何らかの問題が発生した時間帯を除いて，概ね成功した．図-1 は UR1203 で得られ

た EOP 時系列グラフである．12/17 17:30～21:30 及び 12/18 05:00～10:00 の 2 つの時間帯において，標準

偏差が大きく，また，値が大きく外れている点（アウトライヤー）が，dUT1 と極運動の両方で見られる．

これは，解析の過程で自動アンビギュイティ除去に何らかの問題があったか，あるいは，この時間帯のデ

ータにおける観測局の幾何学的配置が極端に悪かった等，いくつかの原因が考えられる．今後，更に実験

を行い，この問題の特定と解決方法の検討を行う必要がある． 

 

表-1 特別スケジュールで実施した迅速 EOP 計測実験 

実験名 
 

月/日 
 

開始時刻 
(UT) 

持続時間 
(hour) 

観測局 
 

データ数
(skd) ※ 

データ数
(cor) ※ 

UR1201 11/29 18:00 24 HbHtTs 822 382

UR1202 12/06 18:00 24 HbHtTs 482 363

UR1203 12/17 07:30 35 HbHtOnTs 1033 846

UR1301 01/30 18:00 61 HbHtOnTs 1467 1326

UR1302 02/05 17:30 48.5 HbHtTs 943 815

※ データ数(skd)は観測スケジュール上予定されていた観測データ数，データ数(cor)は実際に相

関処理されたデータ数． 
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図-1 UR1203 で得られた EOP 時系列グラフ 

 

（2） 広帯域データ記録装置の運用 

広帯域データ記録装置を用いてビデオ帯信号を記録した際に，IF 信号スペクトルの両端(512MHz 及び

1024MHz)に近い周波数において，Pcal 信号の挙動がおかしくなることが分かった．本周波数付近では，

Pcal 信号強度がある時間帯において大きく変動し，かつ Pcal 信号の位相情報も失われていた．これは，

IF 信号スペクトルの両端付近において，他の Pcal 信号の折り返し雑音の影響を受けているためと考えら

れる．そこで，JADE-1209 において広帯域データ記録装置で記録する際に，折り返し雑音の影響を避け

るため周波数配列の範囲を狭めた．その代わりに，記録帯域幅を従来の 2 倍である 8MHz にして，測位精

度を向上させることができるかについての実験を行った． 

表－2 は，従来の記録装置で記録したデータと広帯域データ記録装置で記録したデータを相関処理した

信号対雑音比（SNR）である．記録帯域幅を 2 倍にした場合，計算上 SNR は√2倍になるが，解析結果で

は，ほぼ期待通りの SNR を得ることができた． 

 

表-2 JADE1209 における従来記録装置（K5）と広帯域データ記録装置（ADS）の記録データ SNR 比 

 
周波数範囲(MHz) 

チャンネル（X 帯） 
平均

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

SNR(K5) 8204.99 - 8564.99 9.9 10.1 10.2 10.0 9.6 9.2 9.2 9.3 9.7

SNR(ADS) 8214.99 – 8544.99 12.8 13.5 13.9 12.7 13.1 13.3 12.8 12.3 13.1

 

一方，相関処理したデータをバンド幅合成した結果，サブアンビギュイティが多く発生していた．広帯

域データ記録装置で用いた周波数配列のバンド幅合成関数を計算した結果，サブアンビギュイティが発生

しやすい周波数配列で記録していることが分かった．このため，使用可能な観測データが約半分となり，
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広帯域データ記録装置で記録したデータを用いて一次解析した結果については，期待通りの精度向上とな

らなかった（表-3）．今後は，周波数配列を慎重に考慮する必要がある． 

 

表-3 従来記録装置（K5）と広帯域データ記録装置（ADS）の一次解析結果の比較 

記録装置 平均 SNR(X/S) 使用データ数 つくば－新十津川基線長(mm) 

K5 9.7/9.3 287 837421366.79 ±4.69 

ADS 13.1/12.1 138 837421377.96 ±7.53 

 

また，極小型アンテナとの VLBI 観測では，つくば 32m における広帯域データ記録に成功し，他参加

局との相関処理を行った結果，フリンジを検出することに成功した(図-2)．現在，測位成果等の詳細な解

析を実施中である． 

 

図-2 広帯域データ記録によって検出された極小アンテナ－つくば基線のフリンジ 

 

4. 結論 

迅速地球姿勢パラメータ計測では，4 局 6 基線の観測網による EOP をほぼリアルタイムに算出すること

ができた．今後は算出した EOP のさらなる精度向上を目指す． 

広帯域データ記録装置の運用では，IF 信号の全帯域の記録に成功した．一方，ビデオ帯域幅の記録では，

8MHz 幅記録による SNR の向上は達成したが，測位精度向上のためには，周波数配列をさらに検討する必

要がある． 

 

参考文献 

Hobiger, T., et al. (2010): Fully automated VLBI analysis with c5++ for ultra-rapid determination of UT1, Earth 

Planets Space, 62, 933-937. 
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干渉 SAR による地盤沈下監視の効率化及び測量成果の提供方法の研究 
（第 4 年次） 

 

 

実施期間     平成 21 年度～平成 24 年度 

       測地部宇宙測地課 山中 雅之    

 

1. はじめに 

測地部宇宙測地課では，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．しかし,干渉 SAR

の解析結果には，地盤の変動量以外に電離層の電子密度分布や水蒸気分布の変化等によるノイズが含

まれているため，微小な変動を検出することは困難である.これらのノイズを軽減する手法として，各

干渉画像からノイズを統計的に推定・除去することで変動計測精度を向上させる干渉 SAR 時系列解析

という手法がある．平成 24 年度は，干渉 SAR による地盤沈下検出能力を検証するために，

ALOS/PALSAR データを用いた干渉 SAR 時系列解析の結果を，実際に地盤沈下調査のために自治体等

により実施されている水準測量の結果と比較したので，その結果について報告する． 

 

2. 研究内容 

本研究では，自治体等により地盤沈下調査のための水準測量が実施されている九十九里平野及び新

潟平野を対象地域とし，北行軌道，南行軌道でそれぞれ干渉 SAR 時系列解析を実施した．解析には，

非商用に限り無償で利用可能な干渉 SAR 時系列解析ソフトウェアである StaMPS/MTI を使用した．解

析により得られた衛星進行方向ごとの変動速度から上下方向の変動速度を算出し, 自治体等により実

施されている水準測量の結果から求めた平均変動速度との比較を行った． 

 

3. 得られた成果 

干渉 SAR 時系列解析により求めた九十九里平野の上下方向の平均変動速度を図-1 に，新潟平野の

上下方向の平均変動速度を図-2 に示す．図-1 では，九十九里平野の広い範囲，東京湾岸の埋立地及び

常総市付近において地盤沈下を示す変動が確認できる．図-2 では，阿賀野川河口付近及び三条市付近

において地盤沈下を示す変動が確認できる．これらの地域は，水準測量による地盤沈下調査が実施さ

れていない三条市付近を除き，毎年の水準測量により地盤沈下の推移が詳細に計測されている地域で

ある． 

干渉 SAR 時系列解析により得られた結果がどの程度の精度を持つのかを検証するために水準測量

との結果の比較を行った．図-3 は，グラフの横軸に水準測量の結果を，縦軸に干渉 SAR による結果

をとり，九十九里平野及び新潟平野において，干渉 SAR 時系列解析から求めた平均変動速度と水準測

量による平均変動速度を比較したものである．九十九里平野においては，最大較差が 10.2mm，較差

の RMS は 2.6mm であった．また回帰直線は y=0.7889x+1.4405，相関係数は 0.84 であった．新潟平野

においては，最大較差が 11.1mm，較差の RMS は 2.4mm であった．また回帰直線は y=0.9990x+3.5169，

相関係数は 0.70 であった． 

較差の RMS はいずれの地域においても 3mm 以下であり，残差は最大でも 11mm であることから，

両者で観測された変動量は調和的であるといえる． 
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図-3 干渉 SAR により求めた変動速度と水準測量結果との比較． 

 

4. 結論 

定常的に地盤沈下が報告されている九十九里平野及び新潟平野において，干渉 SAR 時系列解析を実

施し，水準測量との結果の比較を行ったところ，年間 2cm 以上の地盤沈下地域を特定するのに十分な

精度を得られることが示された． 

自治体等が地盤沈下調査の水準測量を計画する際に，干渉 SAR の結果を活用することにより沈下範

囲を面的に把握したうえで水準測量を実施することにより，効率的な地盤沈下調査が実施できるもの

と期待できる． 

図-1 干渉 SAR 時系列解析により求めた九十九里

平野の上下方向の平均変動速度．等量線間隔

は 5mm． 

図-2 干渉 SAR 時系列解析により求めた新潟平野

の上下方向の平均変動速度．等量線間隔は

5mm． 
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干渉 SAR による効率的な火山監視手法の研究 
 

 

実施期間  平成 24 年度 

測地部宇宙測地課   山中 雅之 

 

1. はじめに 

測地部宇宙測地課では，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．しかし,干渉 SAR

の解析結果には，地盤の変動量以外に電離層の電子密度分布や水蒸気分布の変化等によるノイズが含

まれているため，微小な変動を検出することは困難である.これらのノイズを軽減する手法として各干

渉画像から変動速度を算出し,その平均を求めるスタッキングという手法があるが，火山活動による不

規則な膨張・収縮のように変動速度が一定と見なせない場合には適用できない．これらの問題を解決

し，地盤の微少な変動を時系列的に追うことを可能にするのが干渉 SAR 時系列解析である．今回，火

山地域において干渉 SAR 時系列解析を実施し，その精度評価を行った． 

 

2. 研究内容 

対象地域は，短期的な膨張・収縮を繰り返しながら，

長期的に膨張が継続している伊豆大島とし，北行軌道，

南行軌道でそれぞれ干渉 SAR 時系列解析を実施した．

解析には，非商用に限り無償で利用可能な干渉 SAR 時

系列解析ソフトウェアである StaMPS/MTI を使用した．

解析した結果の時系列を伊豆大島に設置されている

GNSS 連続観測点（図-1）の観測結果と比較した．  

 

3. 得られた成果 

干渉 SAR 時系列解析によって得られた変動時系列

を図-2 に示す．各変動図は，大島 1（93051）から半径

100m 以内のピクセルの変動量の平均値を 0 となるよ

うに固定し作成している．北行軌道では，経年的に島

の西側で衛星に近づく方向の変動が見られ，その変動

量は 2006 年 9 月から 2011 年 2 月までで約 3cm である．南行軌道では経年的に島の東側で衛星に近づ

く方向の変動が見られ，その変動量は 2006 年 9 月から 2010 年 12 月までで約 2.5cm である．また，北

行軌道と南行軌道に共通して，2006 年から 2008 年の中頃にかけて，カルデラ内において，衛星から

遠ざかる方向の変動が見られる．その変動量は，約 8cm ほどであり，2008 年中頃以降，停滞している．  

干渉 SAR時系列解析によって得られた変動時系列と GNSS連続観測点の衛星視線方向の変動量との

比較を図-3 に示す．北行軌道における津倍付（J562）や南行軌道における T 泉津（019055），北西外

輪（J560）を除くと，干渉 SAR により得られた変動の傾向と，GNSS 観測により得られた変動の傾向

は，概ね一致している．両者の一致がよくない点は SAR 干渉解析における干渉度がよくない点である．

干渉 SAR の結果から GNSS 観測の結果を差し引いた残差の RMS は北行軌道で 0.96cm，南行軌道で

1.07cm であった． 

図-1 伊豆大島の GNSS 連続観測点配点図
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図-2 干渉 SAR 時系列解析によって得られた伊豆大島の変動時系列．北行軌道は 2006/09/11 を南行軌道は

2006/06/12 を基準日とし，各図は基準日からの変動量を示す． 
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図-3 干渉 SAR 時系列解析によって得られた変動時系列と GNSS 連続観測点による変動量との比較． 

   GNSS 連続観測点による変動量は，大島 1（93051）を基準と多電波照射方向の変動量．北行軌道は

2006/09/11 を南行軌道は 2006/06/12 を基準日とし，赤◆は干渉 SAR の変動量を灰色●は GNSS の変動量

を示す． 
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4. 結論 

伊豆大島において，干渉 SAR 時系列解析を実施し，面的な変動時系列を得た．得られた結果は GNSS

連続観測による結果と概ね調和的である． 

SAR 干渉解析は，GPS 連続観測のみからは把握しきれないような詳細な地殻変動を面的に検出する

ことが可能であるが，通常の解析では，真の変動であるかノイズであるかを判別することが困難な場

合がある．しかし，干渉 SAR 時系列解析により，変動速度が一定でない火山性の微少な地盤の変動を

捉えることが可能である． 
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アジア太平洋地域おける地殻変動監視の効率化に関する研究 
 

 

実施期間          平成 23 年度～ 

測地部宇宙測地課 鈴木 啓  吉川 忠男 

 

1. はじめに 

アジア太平洋地域における地殻変動監視事業は，国連アジア太平洋地域地図会議の傘下に置かれた

アジア太平洋 GIS 基盤常置委員会（PCGIAP1）の調整・仲介のもと，アジア太平洋地域における防災・

減災計画を目的とした国際測地共同観測として平成 18 年度から実施している．この事業では，アジア

太平洋地域の地殻変動を監視するとともに，同地域の基準座標系（Asia-Pacific Reference Frame;以下，

APREF という．）の構築に貢献することを目指している．そこで，本事業で導入した GNSS 解析支援

システム（GNSS 解析ソフトウェアに Bernese を搭載）を利用し，平成 23 年度に検討した解析戦略（鈴

木他，2013）から過去数年間の遡り解析を実施し，定常的な地殻変動監視や地震に伴う地殻変動の検

出精度について検討した． 

 

2. 研究内容 

平成 23 年度に構築した解析戦略では，国土地理

院が南太平洋地域に設置した観測点と IGS 点の約

80 点で観測網を構成した．しかし，アジア太平洋地

域を網羅するためには，観測点の配点密度が低いた

め，Geoscience Australia（以下，GA という．）で公

開されている観測データを加え，観測網を組み直し

て解析を行った．解析に加えた観測点は，主に観測

点の配点密度が低い南太平洋地域にある 15 点を利

用し，観測網を構成した（図-1）． 

 

3. 得られた成果 

 （1）定常的な地殻変動監視 

   本事業では，APREF 構築に貢献するため，

南太平洋地域において GNSS 観測を実施し

てきた．そこで，これまで蓄積したデータ

を利用した解析結果の内，クリスマス島（キ

リバス共和国）の座標時系列グラフを示す

（図-2）．この観測点の水平変動量は，西方

向へ約 6.5cm/year，北方向に約 3.1cm/year

と定常的なプレート運動が確認できる．し

かし，高さ成分については，推定値に周期

的なバラツキが見られる結果となった． 

 

図-1 アジア太平洋地域の観測網 

図-2 クリスマス島の座標時系列グラフ 

PCGIAP1：18th PCGIAP Meeting において UN-GGIM-AP へ名称変更 
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（2）地震に伴う地殻変動の検出精度 

過去数年間の解析結果から，地震に伴う地殻変動監視の検出精度について検討を行った．バヌ

アツ沖（約 60～70km 沖）では，2011 年 8 月 20 日に M7.0 クラスの地震が 2 回発生して，2012 年

2 月 2 日にも M7.1 の地震が発生している．そこで，これらの地震が発生した期間のバヌアツ観測

点における座標時系列グラフを示す（図-3）．この結果，水平成分においては，地震に伴う地殻変

動を捉えたギャップが確認できる．さらに，この解析結果から 2011 年 8 月 20 日に発生した地震

に伴う水平成分のベクトル図を示す（図-4）．地震に伴い，南西方向に約 5.2cm の地殻変動が確認

できる． 

 

 

 

4. 結論 

本事業で導入した GPS 解析支援システムを定常的に運用するために構築した解析戦略を利用し，国

土地理院が南太平洋地域に設置した観測点と IGS 点以外に GA で公開されている観測データを追加し，

過去数年間の解析を実施した． 

定常的な地殻変動監視については，水平成分において定常的なプレート運動が検出できる．精度に

ついては，推定値が安定しない日が数日見られるが，数年間のデータを連続して解析することで安定

した変動速度が得られることがわかる．また，地震に伴う地殻変動の検出についても，観測点近傍で

地震が発生すれば，水平成分の変動量において，数 cm レベルでの地殻変動を検出できることが確認

できた．しかし，本解析の解析戦略において推定した高さ成分の精度については，周期的なバラツキ

が見られることや GEONET の解析結果と比較すると数 cm の差が生じているため，解析戦略を改善し

ていくことが今後の課題として挙げられる．  

 

 

参考文献 

鈴木啓・宮原伐折羅（2013）：アジア太平洋地域における GPS 解析戦略の構築，国土地理院時報，123，

1-8． 

図-4 2011 年 8 月 20 日に発生した 

バヌアツ沖の地震に伴う水平変動ベクトル図
図-3 バヌアツの座標時系列グラフ 
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REGMOS の高度化に関する研究（第 6 年次） 
 

実施期間     平成 19 年～平成 24 年度 

測地部機動観測課 豊福 隆史 松村 泰敬 

 

1. はじめに 

機動観測課では，火山地域における地殻変動監視のため，GNSS 火山変動リモート観測装置（以下，

「REGMOS」と言う．）の開発及び改良に取り組んでいる．平成 22 年度までに，大容量の太陽電池パ

ネルや効率の良い充放電制御装置の採用，全磁力や傾斜計など多項目の観測を可能とする総合制御装

置の開発，画像などの大容量のデータ通信が可能な衛星携帯電話への更新等を行った．本研究では，

富士山の REGMOS において平成 23 年 9 月より開始した全磁力観測について，今年度実施した改良と

その結果について報告する．なお，富士山の全磁力観測は，平成 12 年秋に発生した富士山直下の低周

波地震を受け，火山活動の観測の強化を目的とし，平成 13 年及び平成 16 年にそれぞれ全磁力観測点

が設置された．REGMOS における全磁力観測は，センサー，プリアンプ，センサー用の架台，総合制

御装置にデータを格納するためのインターフェースボックス等から成る全磁力計を用い実施している． 

 

2. 研究内容 

① 全磁力計プリアンプの保温対策 

平成 23 年 9 月に設置後，気温の低下に伴いプリアンプが正常に動作しなくなった．メーカーによる

と，プリアンプの使用温度範囲は-5 度から 50 度であり，-25 度付近まで低下する環境では，プリアン

プの十分な保温対策が必要であった．このため，プリアンプの収納箱を新たに作製し，材料には JIS

規格の断熱材を用いた．断熱の効果による収納箱の内側と外側の温度差は，断熱材の厚さを 5cm 及び

10cm とした場合，それぞれ約 5 度及び約 13 度であった．厚さ 10cm の場合でも，気温が-20 度以下で

は，収納箱内部が使用温度範囲を下回る可能性がある．しかし，これ以上厚さを増すと，収納箱が大

きくなり設置が困難になる．このため，プリアンプ内部の基盤上に抵抗素子を導入し，消費電力を約

0.3W から約 1.3W へ上げた．これにより，厚さを 10cm の場合の収納箱内外の温度差は 20 度となり，

冬季においても，使用温度範囲内になることがわかった．なお，収納箱内部が 25 度以上となった場合

は，抵抗素子への電流を遮断するようサーモスタットも合わせて導入した． 

 

② センサーの設置方法の変更 

平成 23 年 9 月の設置時は，非磁性体の伸縮ポールを用いた三脚架台を用いたが，その後，山側の脚

が地面と固定していた鉄製杭より外れた.これにより，架台全体が傾斜し，ポールの伸縮部分が伸び，

センサーに接続していたケーブルが引っ張られ，センサーが架台から脱落した．このため，新たに，

非磁性体の L 型アングル材とポールからなる伸縮しない三脚架台を作製し，センサーの設置に用いた．

また，脚は黄銅製の杭を用い，杭にあけた穴に銅線を通し脚と縛り固定した． 

 

3. 得られた成果 

① 全磁力計プリアンプの保温対策 

図-1 は，改良した全磁力計を再設置した平成 24 年 10 月 16 日から平成 25 年 1 月中旬までの外気と

プリアンプ収納箱内等の温度変化を示している．外気温が-20 度を下回っても収納箱内は 10 度以上を

保っており，新しい収納箱とプリアンプに導入した抵抗素子の効果があらわれている． 
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図-1 外気温とプリアンプ収納箱内，REMOGS 本体収納箱内の温度変化 

 

② センサーの設置方法の変更 

 REGMOS には，火口や REGMOS 筐体の状態を監視できる高感度

なデジタルカメラを取り付けることが可能であり，富士山の

REGMOS は全磁力計の架台の方向を撮影している．平成 25 年 2 月

下旬時点で架台は傾斜しておらず，改良の効果があらわれている． 

 

 図-2 は 11 月中旬から 1 月末までの，富士山周辺の既設の全磁力観測点（富士吉田，富士市）で観

測した全磁力との差を日平均の時系列変化グラフである．富士市観測点は REGMOS 及び富士吉田観

測点と約 18km，REGMOS と富士吉田は約 6km の距離がある．富士市観測点を基準とした REGMOS

と富士吉田観測点の全磁力変化（中段と上段）の標準偏差は 1nT 以下でほぼ同等であり，REGMOS

による高精度な全磁力観測が実現できている． 

   

図-2 富士山周辺の全磁力観測点の全磁力差（日平均）        図-3 全磁力観測点配置図 

 

4. 結論 

今年度実施した改良により冬期でも安定した全磁力観測を実現できた．富士山の REGMOS は，全

国 9 箇所の中で標高が最も高く，最も厳しい環境の点の一つであり，このような場所で，年間を通じ

安定した観測を行うことは， REGMOS の柔軟な運用を検討する上で有意義である．今後は，既設の

他の REGMOS への導入やデータの公開など利用に向けた検討を行っていく必要がある． 
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図-1 H25/2/21～2/28 に観測した，気象補正後の 

斜距離の値の，日中と夜間それぞれの標準偏差 

図-2 反射点に装置を 

取り付けたイメージ 
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自動測距測角装置の高度化に関する研究(第 4 年次) 

 

 

実施期間  平成 21 年度～平成 24 年度 

測地部機動観測課 澤田 正典  木村 俊明 

豊福 隆史 

 

1. はじめに 

機動観測課では，自動測距測角装置を伊豆大島の

三原山に設置し，火山活動による地殻変動の監視を

実施している．現在観測に使用している器械はトプ

コン(株)製ソキアブランドのトータルステーショ

ン SRX1 であり，11 点ほどの，測量用ミラーを設置

した反射点との間の斜距離および水平角，鉛直角の

観測を行っている．斜距離の観測値には大気の屈折

率の変動に起因する誤差が含まれるので，器械点近

傍にある気象センサで測定した気圧，気温の測定値

および，器械点と反射点との間の高低差の値を元に，

経験式等を用いた計算処理によって気象補正量を算

出し，誤差の軽減を図っている．この気象補正の方

法は，夜間の観測値に対しては非常に有効であるが，日中の観測値に対して適用した場合，精度の悪化が確

認される(図-1)．そこで，主に日中における斜距離の測定値の精度を向上する目的で，器械点の湿度および

各反射点の気圧，気温，相対湿度を測定するための無線データ通信装置内蔵型気象測定装置（以下，「無線気

象装置」という．）を設計したので報告する． 

 

2. 研究内容 

伊豆大島の三原山では台風等による強い暴風雨，砂嵐，落雷が発生するため，

無人観測装置を運用する場合，十分な対策が必要である．また，バッテリー交

換等のメンテナンスが頻繁に必要とされるような設計では，実際に火山活動が

活発化した場合に運用を継続できる可能性は低い．そこで，装置全体を丈夫な

筐体内にほぼ完全に密封すること，バッテリー交換は数年に一回程度で済むよ

うな電力設計にすること，遠隔操作で任意の設定変更ができること，装置の電

源電圧をモニタリングできることなどを目標として設計を行った．反射点に装

置を取り付けたときのイメージを示す(図-2)．反射点ポールの中央部にゴムシー

トによる絶縁材を巻きつけ，その上から箱形の筐体を金属製バンドで固定する．

気温測定に用いるサーミスタおよび相対湿度センサの先端は外部に露出させて，

その周囲を樹脂製の管で保護する． 

 

3. 得られた成果 

 設計した無線気象装置の目標性能は次の通りである． 
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・気圧測定精度  ±0.12hPa ・気温測定精度  ±0.1℃ 

・相対湿度測定精度 ±1%  ※各測定精度は絶対精度である． 

・バッテリー持続時間 3 年以上  ・無線通信可能距離 最大 3km 

 

 無線気象装置の構成図を示す(図-3)．東京コスモス電機(株)製 TWE-001 STRONG は，2.4GHz 帯の電波を

使用して最大 3km 程度の距離を隔てた無線通信を行うことができる．電波法で定められた「技適マーク」が

ついているため免許を必要とせず誰でも使用できる．また，マイクロコントローラとしての機能を併せ持つ

ので，各センサや無線通信をコントロールするプログラムを動作させることができる．内蔵された 12 ビット

AD コンバータを用いることで，電源に使用している乾電池の電圧をモニタリングできる． 

気 圧 の 測定 に は BOSCH( 株 ) 製の

BMP180 という気圧センサを用いる．

BMP180 は気圧データをデジタル信号で

出力するため取り扱いが容易である．気温

の測定には U.S.Sensor(株)製の高精度サ

ーミスタ PS222J2 と，アナログデバイセズ

(株)製 24 ビット AD コンバータ AD7794

と，温度特性の優れた抵抗素子を用いる．

相対湿度の測定には Measurement Specialties(株)製の HS1101LF という湿度センサを用いる．この湿度センサ

は相対湿度の変化を静電容量の変化として出力するので，静電容量を周波数に変換する電子回路を作成し，

TWE-001 STRONG で周波数の測定を行うことで，相対湿度を測定する．なお，TWE-001 STRONG と精密サ

ーミスタ・ADC モジュールとの間にはアイソレート通信回路を介しているが，これは高周波ノイズの発生す

る可能性がある電子回路と，アナログ信号の精密測定を行う電子回路との間を電気的に絶縁するためである． 

RTC(Real Time Clock)モジュールは，器械点およびそれぞれの反射点に設置した装置間において時刻同期を

得る目的で導入している．無線気象装置は，乾電池の電力のみで，電池交換をせずに数年間ほど運用し続け

る設計であるため，トータルステーションによって定時観測が行われる時間以外は，基本的に TWE-001 

STRONG をスリープモードという低消費電力状態で運転することにしている．TWE-001 STRONG はスリー

プモード状態においても，RTC モジュールから発振される高精度な 1 秒間隔のパルス状の電気信号を受信す

ることができる．その電気信号の数を TWE-001 STRONG の側で積算し，積算値が一定の値に達した場合に

はスリープモードから通常モードへと復帰させるプログラミングが可能である．なお，RTC モジュールに用

いるエプソントヨコム(株)製の RTC-4543SA は，時刻精度において 1 日当たり 2 秒程度の誤差を持つため，

ある程度のタイミングで時刻あわせを行う必要がある．そこで 1 日に 1 回，器械点の時刻情報を基準にして，

各反射点の装置の時刻情報の同期を行う設計とした． 

 

4. 結論 

 平成 24 年度において，無線気象装置について電子回路の設計までが完了した．今後は部品の購入，基板設

計，エッチング・穴開けによる基板作成，電子部品のはんだ付け，筐体加工，無線通信実験，システムプロ

グラミング，各センサモジュールの校正と温度特性および長期安定性の調査といった作業を進め，まずは地

理院構内において試験観測を始める予定である．その後，システムの完成度を高めながら，実際に現地の器

械点と各反射点へ装置を設置することにしている． 

図-3 無線気象装置の構成図 
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水準儀の視準線安定性に関わる諸要素の研究(第 1 年次) 
 

 

実施期間      平成 24 年度 

測地部機動観測課  澤田 正典 

 

 

1. はじめに 

機動観測課では，御前崎地区における精密基盤傾動測量でみられる年周変動の原因を探る目的で調

査研究を続けている．平成 24 年度からは，電子レベル本体を調査対象とした，視準線安定性に関わる

諸要素の調査研究に着手したので，得られた結果を報告する． 

 

2. 研究内容 

電子レベルは高精度な光学系，機械系，電子系部品等で構成される．そして，十分に小さいながら

も，それぞれの部品は固有の温度特性等を持っている．また，電子レベルでは視準線を常に水平に保

つためのコンペンセータという光学部品が用いられているが，これがヒステリシスという特性を持つ

ことは以前から指摘されている．そこで，電子レベルの温度特性等およびコンペンセータのヒステリ

シス特性が測量誤差として影響するメカニズムについて，既存の知識からさらに踏み込んで深く探る

ことにした．研究内容は，①電子レベルの温度特性，②電子レベル設置・整準直後から発生する視準

線変動，③直射日光による三脚天板の傾斜変化とコンペンセータのヒステリシス，である． 

 

3. 得られた成果 

①電子レベルの温度特性 

国土地理院が所有する電子レベルのうちツァイス社製「DiNi12」およびソキア（現トプコン）社製

「SDL1X」の 2 機種について 3 台ずつ準備し，試験観測を行った．どちらの機種も実際に御前崎地区

における精密基盤傾動測量で使用されている．地理院構内天文棟の入り口における，堅固なコンクリ

ート面上に設置した金属製基台に電子レベルを設置し，直射日光からの防護を施した上で春，夏，冬

期それぞれにおいて日中の連続観測を行った．連続観測は期ごとに複数日実施し，かつ電子レベルお

よび水準標尺の設置位置について日単位でローテーションを行った．これにより温度特性の再現性の

有無，および電子レベル設置面もしくは水準標尺設置面における上下変動の有無についての判定を試

みた．結果，温度特性については再現性が確認されたが，各設置面の上下変動の存在は確認されなか

った．日中の気温の変化に伴い電子レベルの視準線が変動（読定値変化）する様子を示す（図-1）（図

-2）．  

 

 

図-1 2012/7/31 観測 DiNi12（SN703309）黒丸は読定値 黒実線は気温 距離 35m 
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図-2 2012/7/31 観測 SDL1X（SN100001）黒丸は読定値 黒実線は気温 距離 35m 

 

②電子レベル設置・整準直後から発生する視準線変動 

水準測量作業では三脚と一緒に電子レベルを運搬し，次の測点における脚の設置と器械整準を繰り

返す．運搬中および脚設置時には，電子レベルにやや強い振動と衝撃が加わるため，コンペンセータ

やそれを支える部品等に何らかの形で影響が残り，観測中の電子レベルにおいて視準線が変動してい

る可能性が考えられる．そこで，設置直後における電子レベルの視準線の様子を調査するために，レ

ーザー測距検定棟において試験観測を行った．金属製基台に取り付けた電子レベルを腕に抱えて 80m

ほど歩いて運搬し，三脚の替わりに，大理石製ピラー上面に固定した金属プレート上に電子レベルを

設置し，整準完了直後からの電子レベルの視準線変動を 10 秒間隔で観測した．結果，電子レベルの個

体によっては設置・整準完了後数分の間，視準線の沈み込みもしくは浮き上がりが発生する，不安定

な時間帯がある様子が観測された（図-3）（図-4）．  

 

 

図-3 2013/1/4 観測 DiNi12（SN703309）を用いて行った実験結果． 

電子レベルと水準標尺の間の距離は 40m．縦軸は標尺読定値（m），横軸は経過時間（分）． 

 

 

図-4 2013/1/21 観測 SDL1X（SN100001）を用いて行った実験結果． 

電子レベルと水準標尺の間の距離は 40m．縦軸は標尺読定値（m），横軸は経過時間（分）． 

 

 ③直射日光による三脚天板の傾斜変化とコンペンセータのヒステリシス 

 平成 25 年 2 月 21 日の快晴の朝，地理院構内天文棟付近のアスファルト舗装面上において，水準測
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量用の三脚の脚部の温度変化をモニタリングしながら，実際の水準測量作業と同等の動作手順による

三脚の操作を，御前崎地区のような北西から南東方向へと伸びる水準路線での観測を模した形で行っ

た．この時，日傘を用いた直射日光対策についても実際の観測作業と同様に行った．三脚設置時には，

設置完了後ほぼ 1 分間以内に，三脚天板上にソキア（現トプコン）社製 NET05 というトータルステー

ションを載せて整準し，NET05 に内蔵された高精度傾斜センサーによる，三脚天板の傾斜角度の時間

的な変化のモニタリングを行った．結果，三脚設置完了後から直射日光によって脚部が次第に温度変

化してゆく様子と，あわせて三脚天板の傾斜角度が，視準線を上下方向に傾ける成分において変化し

てゆく様子が観測された（図-5）． 

 

 

図-5 2013/2/21 観測 黒丸プロットは NET05 の傾斜センサーが出力した傾斜角度読定値． 

黒実線は日なた側の脚の表面温度，黒破線は日陰側の脚の表面温度． Leica 製水準測量用三脚使用． 

 

三脚天板における傾斜角度の変化速度は，観測中の電子

レベルの視準線を上下方向に傾ける成分において，大きな

場合では 9”／分程度になる様子が観測された．そこで，レ

ーザー測距検定棟において，電子レベルのコンペンセータ

が同等の傾斜変化に対応できるのかどうか確認するための

試験観測を行った．傾動台という，電子レベルを固定した

状態でマイクロメータにより任意の傾斜量を与えることの

できる器械がある．傾動台のマイクロメータを回転させる

と，一目盛あたりおよそ 5 秒の傾斜を作ることができる．

そこで，ピラー上に固定した傾動台の上に試験対象となる

電子レベルを設置し，ステッピングモーターをマイクロメ

ータに接続し，マイコンでステッピングモーターをコント

ロールすることで，電子レベルを任意の時間，一定の速度で傾斜させるための環境を整えた（写真-1）．

そして 1 分間もしくは 1 分 30 秒間における一定の時間間隔において，静止状態，および伏角・仰角方

向それぞれにおける 9”／分程度の傾斜変化速度をもつ状態を，電子レベルに交互に繰り返し与えなが

ら，39.5m 離れた位置に設置した水準標尺を連続観測した．そして得られた観測結果を元に，傾斜変

化を与え始める直前および与え終えた直後それぞれの静止状態時における標尺読定値の平均値と，傾
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斜変化を与えている時の標尺読定値の平均値を算出し，その差分を求めたところ，傾斜変化を与えて

いる時には視準線が傾斜方向に偏りやすくなっていることがわかった（図-6）（図-7）．  

 

 

図-6 2013/2/27 観測 DiNi12（SN702666）による動的傾斜試験の結果． 

左図は静止時平均値から伏角傾斜時平均値を引いた値で単位は m． 

右図は静止時平均値から仰角傾斜時平均値を引いた値で単位は m． 

 

 

図-7 2013/2/26 観測 SDL1X（SN100001）による動的傾斜負荷試験の結果． 

左図は静止時平均値から伏角傾斜時平均値を引いた値で単位は m． 

右図は静止時平均値から仰角傾斜時平均値を引いた値で単位は m． 

 

4. 結論 

今年度の調査により，電子レベルの視準線が個体によっては温度変化に伴って大きく変動すること

がわかった．測量誤差としての影響はとても小さいが，器械の点検調整のあり方については検討した

い．また，電子レベルの個体によっては運搬・整準完了直後から数分の間，視準線が不安定になる場

合のあることがわかった．実際の測量ではさらに三脚の変動が加わるため，水準測量の観測精度に与

える影響については総合的な判断が必要になるが，水準測量成果において往復観測差の値がプラスも

しくはマイナスのどちらかに偏るような場合には，電子レベルの運搬・整準完了直後における，器械

自体の視準線変動が原因となっている可能性が考えられる． 

後に，水準測量の観測作業中に三脚に直射日光が当たることが，水準測量の誤差要因となってい

る可能性が発見された．この誤差は電子レベルの構造，三脚の設置方向，観測時刻，天候，季節に依

存する疑いがあるため，次年度以降も調査研究を続ける予定である． 
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超長基線電波干渉計による高度測地観測に関する共同研究（第 11 年次） 
 

 

実施期間      平成 14 年度～平成 24 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

福﨑 順洋  黒田 次郎 

田邉 正         

1. はじめに 

国土地理院では，情報通信研究機構（NICT）と VLBI 観測処理システムによるわが国の測地系の精

度・確度の向上及び国際地球基準座標系・付随する国際基準の改良並びに測地学・地球物理学におけ

る学術研究の推進を目的とした研究を実施している.平成 24 年度は，NICT が所有する鹿島 11m アン

テナ及び小金井 11m アンテナが国内観測 JADE に参加した． 

また，国土地理院の各観測局に設置してある高速サンプラー（ADS3000+）及びデータ記録サーバ(以

下，広帯域データ記録装置という．)の使用・調整方法等について，情報交換を行った．更に，2 台の

極小型 VLBI アンテナ装置を用いた測地 VLBI 観測に，国土地理院のつくば 32m アンテナが参加した．

その際に広帯域データ記録装置を用い，設定方法等の情報交換を行うことによって，広帯域記録によ

るフリンジを検出することに成功した． 

 

2. 研究内容 

(1)国内観測 JADE 

東北地方太平洋沖地震による位置の変動を確認するため，平成 23 年 9 月に NICT の鹿島 11m ア

ンテナ及び小金井 11m アンテナが国内観測 JADE に参加した．しかし，まだセッション数が少なく，

正確な測位成果を算出できなかったため，平成 24 年度も引き続き両アンテナが国内観測に 5 回（内

1 回は予定）参加した． 

 

(2)広帯域データ記録装置の運用 

従 来の VLBI 観 測 で は ，ア ン テ ナか ら 送 られ て くる IF 信 号 （ 100-512MHz もし く は

512MHz-1024MHz）を，ビデオコンバータを用いてビデオ帯域信号（2～16MHz 程度）に変換した

後，既存のデータ記録装置である K5VSSP でサンプリングしてデジタル信号に変換し，観測データ

として記録している．一方，広帯域データ記録装置は，アナログの IF 信号を直接サンプリングし，

デジタル信号に変換した後，デジタル処理にて任意の帯域を切り出して，ビデオ帯域信号として記

録することができるため，ビデオコンバータが不要になる．また，最大 4Gbps の速度でのサンプリ

ングが可能であるため，VLBI 観測で記録する周波数帯を広帯域化することにより，観測精度を向

上させることができる． 

平成 24 年度は，広帯域データ記録装置の使用方法について，情報交換を行った．また，極小型

VLBI アンテナ装置を用いた測地 VLBI 観測において，IF 信号 512MHz 幅を 2 ビットサンプリング

で記録する広帯域記録を実施した． 

 

3. 得られた成果 

(1)国内観測 JADE 

図-1 は，つくば－小金井 11m 及びつくば－鹿島 11m アンテナの基線長変化グラフである．国内
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観測 JADE については，解析が終了した JADE-1206 及び JADE-1212 の結果を図示している．残りの

観測についても，解析を実施していく． 

 

(2)広帯域データ記録装置の運用 

広帯域データ記録装置の使用の際に，最適

なゲインの調整方法等について情報交換を

行った．また，本装置で記録した Pcal 信号の

挙動や装置の時刻ずれの発生条件について，

情報交換を行った． 

また，平成 25 年 2 月 3 日に，極小型アン

テナ性能評価のための VLBI 観測を実施し，

つくば 32m，鹿島 11m，小金井 11m，極小型

アンテナ 2 台が参加した．つくば 32m でも広帯

域データ記録に成功し，他の参加局との相関処

理を行った結果，フリンジを検出することに成功した（図-2）．現在，測位成果等の詳細な解析を

実施している． 

 

図-2 広帯域データ記録によって検出されたつくば 32m－極小型アンテナ基線のフリンジ 

 

4. 結論 

平成 24 年度は，NICT の鹿島 11m アンテナ及び小金井 11m アンテナが国内観測に 5 回参加した．

また，極小型アンテナとの観測では，広帯域データ記録装置を用いた記録を行い，フリンジを検出す

ることに成功した． 

図-1 つくばに対する小金井、鹿島の基線長 

比較のため，国際観測 IVS-T2 の解析結果も示す． 
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超長基線電波干渉計による高精度観測に関する共同研究（第 6 年次） 
 

 

実施期間      平成 19 年度～平成 24 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

  福﨑 順洋  黒田 次郎 

田邉 正         

 

1. はじめに 

国土地理院では，宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(以下，JAXA/ISAS という．)と VLBI 観測

による高精度な基準座標系の構築維持，天体電波源の観測的研究及び VLBI 観測の精度向上を目的と

した研究を実施している．平成 24 年度は,前年度実施した臼田宇宙空間観測所と国土地理院の VLBI

観測局との間で行った測地 VLBI 観測による測位結果の検証を行った.また,測地 VLBI 観測の日程調

整を行った.更に，内之浦局が国際 VLBI 事業(IVS)観測に参加するにあたって情報交換を行った． 

 

2. 研究内容 

(1) 臼田局との測地 VLBI 観測についての調整 

平成 24 年 2 月 11 日に，国土地理院のつくば局，姶良局，父島局及び JAXA/ISAS の臼田宇宙空間

観測所の 64m アンテナ(以下，臼田局という．)が参加する 24 時間の測地 VLBI 観測 JAXA-1201 を

実施した．本観測では，臼田局が受信できる周波数の範囲内で，バンド幅合成時にサブアンビギュ

イティが出ない適切な周波数で実施した．その結果,JX-1201 の観測結果は正常にデータ処理されて

いることが確認できた.その結果を受け，次回の臼田局と国土地理院観測局との VLBI 観測について

検討した. 

 

(2) IVS による VLBI 観測についての情報交換 

JAXA/ISAS の VLBI 観測局は，国土地理院の VLBI 観測局との間で，本共同研究による VLBI 観

測を実施してきたが，IVS の正式な観測局になったのは平成 24 年 1 月であった．内之浦宇宙空間観

測所の 34m アンテナ(以下，内之浦局という．)が IVS の国際観測に初めて参加したのは，平成 24

年 2 月 15 日に実施された IVS-T2081 であり，内之浦局の参加にあたって，IVS による観測後のデー

タ処理に関して情報交換を行なった． 

 

3. 得られた成果 

(1) 測地 VLBI 観測 

JAXA-1201 の相関処理結果から，サブアンビギュ

イティは発生していないことが確認できた(図-1)．

そのため，次回の臼田局との測地 VLBI 観測につい

ても，JAXA-1201 と同じ周波数配列で実施する予定

である．臼田局との日程調整を行った結果，次回の

24 時間の測地 VLBI 観測については，3 月以降を候

補として実施する予定である． 

 

図-1 つくば－臼田基線の遅延残差 

残差(ps) 
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(2) IVS による VLBI 観測についての情報交換 

IVS-T2081 の観測終了後，IVS の VLBI 観測におけるデータの処理過程及び処理の優先順位につい

て，情報交換を行った. 

また, 本観測の相関処理を担当しているドイツの相関局より問い合わせがあり,内之浦局の概算

の位置が分からないため,フリンジを見つけることができないとの連絡があった.国土地理院では，

内之浦局とのフリンジ試験等の VLBI 観測を実施していたため,フリンジを発見することができる

内之浦局の三次元位置情報を相関局へ提供することができた.その結果,ドイツの相関局は内之浦局

で取得された VLBI 観測データを用いて相関処理することができた． 

平成 24 年 6 月 19 日に，ドイツの相関局より当該観測の相関処理結果が報告され，内之浦局の IVS

観測への初参加は成功した.表-1 に，相関局が実施した一次解析による基線長算出結果を示す． 

表-1 IVS-T2081 の一次解析結果 

基線 基線長（mm） 

内之浦－つくば 991 987 809.56±1.52

内之浦－姶良 77 798 387.74±2.21

内之浦－父島 1 174 458 797.58±2.55

内之浦－石垣島 1 017 189 609.83±6.50

 

国土地理院では，IVS-T2081 の結果を含めてグローバル解析を行い，内之浦局の位置及び速度の

算出を行った．平成 23 年度に実施したグローバル解析（GSI2012a）では，内之浦局が参加した観

測は 2 セッションしかなかったが，今回の解析（GSI2012d）では，IVS-T2081 の相関処理結果を含

めた 3 セッションのデータを用いることができたため，局位置及び局速度の推定精度を高めること

ができた（表-2）． 

表-2 グローバル解析による内之浦局の位置及び速度推定結果 

局位置 X(mm) Y(mm) Z(mm) 

GSI2012a -3 586 229 229.94±9.01 4 114 103 769.29±9.97 3 290 224 773.86±7.91 

GSI2012d -3 586 229 222.57±5.26 4 114 103 764.79±5.86 3 290 224 753.74±4.84 

 

局速度 VX(mm) VY(mm) Z(mm) 

GSI2012a -29.13±2.35 -5.78±2.62 -10.10±2.06 

GSI2012d -30.93±0.97 -8.15±1.11 -12.18±0.95 

 

4. まとめ 

JAXA-1201 の観測において，使用する周波数配列の適正化を行い，サブアンビギュイティが発生し

ていないことを確認した．また，次回の臼田局との測地 VLBI 観測について，日程調整を行った． 

一方，内之浦局の IVS-T2 観測参加に関して情報交換を行い，相関処理されたデータを用いてグロ

ーバル解析を行った結果，内之浦局の位置及び速度の推定精度が向上した． 
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写真-1 K 帯受信機 

超長基線電波干渉計による高精度観測に関する共同研究（第 8 年次） 
 

 

実施期間      平成 17 年度～平成 24 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

福﨑 順洋  黒田 次郎 

田邉 正         

 

1. はじめに 

国土地理院では，高周波数帯を用いた VLBI 観測技術の開発とそれ

を用いた観測精度向上を目的として，筑波大学と K 帯(20GHz)での

VLBI 観測に関する共同研究を実施している．VLBI2010 では，当面

2-14GHz での観測を実施する予定であるが，アンテナは 32GHz まで受

信可能な仕様が推奨されている．これは、将来的に 14GHz 以上の高周

波数帯での観測を想定していると考えられ，本研究はこのような将来

の動向を考慮した先駆的な研究となっている．また，VLBI 観測に用

いる天体電波源に関する研究を行うことで，VLBI 観測の高精度化に

も貢献する．  

本共同研究では，平成 18 年度に K 帯受信機（写真-1）を開発し，

つくば 32m アンテナに設置して単一鏡での電波天文観測を実施した．

その後，平成 19 年度には，つくば 32m-鹿島 34m 間で K 帯受信機を用

いたフリンジテストを実施し，フリンジを検出することに成功した．

また，K 帯観測におけるアンテナの性能評価やシステムの改良等に関

しても継続して研究を実施している． 

平成 24 年度は，平成 24 年 3 月に実施したつくば 32m アンテナ副反射鏡支柱の亀裂修繕後のアンテ

ナ性能の確認を行った．また，K 帯におけるアンテナポインティングのずれの原因解明のため，つく

ば 32m アンテナの AZ 軸レールの傾きを調査した．  

 

2. 研究内容 

(1) K 帯における主ビーム能率の調査 

平成 23 年 12 月に，つくば 32m アンテナの主ビーム能率を測定した結果，低仰角における能率が

2008 年当時の値の半分まで下がっていることが分かった．アンテナを調査した結果，副反射鏡支柱

に亀裂が見つかった．平成 24 年 3 月の修繕によって主ビーム能率が改善したかを確認するため，平

成 24 年 11 月～平成 25 年 1 月に主ビーム能率の測定を行った． 

(2) アンテナ AZ レールの傾斜調査 

平成 23 年度に実施した K 帯におけるポインティング調査で，特定の AZ においてアンテナのポ

ンティングがずれる現象が発見された．S/X 帯に比べて K 帯のビーム幅は狭いため，ポインティン

グのずれがアンテナ利得に大きく影響する．そこで本現象の原因が AZ レールの不具合である可能

性があるため，AZ レールの傾斜を調査した． 

 

3. 得られた成果 
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(1) K 帯における主ビーム能率の調査 

副反射鏡支柱修繕後のつくば 32m アンテナの主ビーム能率を測定した結果，2008 年とほぼ同程

度の値まで改善されていることが確認できた（図-1）．主ビーム能率が最大になる EL の値が若干

変化しているのは，修繕によって固定された副反射鏡の位置が，2008 年当時の位置とわずかに異な

っているためと考えられる． 

 

図-1 主ビーム能率測定結果 

 

(2) アンテナ AZ レールの傾斜調査 

AZ 軸上付近に設置した傾斜計による測定結果を図-2 に示す．横軸はアンテナの AZ 値，縦軸は傾

斜角度である．この傾斜を余弦関数でフィッティングした場合，AZ=0 度付近と AZ=180 度付近で約

123 秒角の傾斜角の差があることが分かった．この値をレールの傾きによるものだと仮定した場合，

レールの高低差は最大 12.6mm 程度あることが分かった． 

 
図-2 傾斜計によるアンテナ傾斜の測定結果 

 

4. 結論 

国土地理院では，筑波大学と K 帯受信システムを用いた VLBI 観測に関する研究を実施してきた．

平成 24 年度は，つくば 32m アンテナ副反射鏡支柱の亀裂修繕によって，主ビーム能率が改善された

ことを確認した．また，AZ レールの傾斜を測定し，最大 12.6mm，レールが傾いている可能性がある

ことを発見した．この傾きが K 帯におけるポインティングのずれの原因である可能性について，引き

続き調査を行う． 
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超長基線干渉計による高度測地観測に関する共同研究（第 13 年次） 
 

 

実施期間      平成 12 年度～平成 24 年度 

測地部宇宙測地課  川畑 亮二   栗原  忍 

福﨑 順洋  黒田 次郎 

田邉 正         

 

1. はじめに 

国土地理院では，国立天文台と VLBI 観測による日本周辺のプレート運動及び地殻変動の解明並び

に高速大容量光ケーブルネットワーク技術の高精度化並びに VLBI 観測の精度向上を目的とした研究

を実施している． 

国立天文台の VERA 水沢局及び VERA 石垣島局は，国土地理院とともに国内 VLBI 観測（JADE 観

測）及び国際 VLBI 事業(IVS)による IVS-T2 観測に参加している．VERA 水沢局は平成 14 年 2 月から

JADE 観測に参加し，観測作業は全て国立天文台が実施している．一方，VERA 石垣島局は平成 18 年

2 月から JADE 観測に参加しており，石垣島局に設置してある国土地理院のデータ記録装置 K5VSSP

を用いて，国立天文台がアンテナ制御，国土地理院が K5VSSP によるデータ記録を担当して観測を行

っている．更に，平成 21 年 10 月からは，VERA 2 局が IVS-T2 観測に参加している．平成 24 年度に

おいては，水沢局が JADE 観測に 4 回（うち 1 回は予定），IVS-T2 観測に 5 回参加し，石垣島局が JADE

観測に 5 回（うち 1 回は予定）,IVS-T2 観測に 4 回参加した． 

また，つくば観測局・相関局と三鷹相関局が光ファイバー回線で結ばれており，つくば局で受信し

た信号を，ネットワーク経由でリアルタイムに三鷹相関局へ転送することが可能である．国立天文台

は，このネットワークを利用して，つくば局の観測データを三鷹相関局に直接送信する光結合 VLBI

観測を実施している．平成 24 年度は，計 12 回の光結合 VLBI 観測を実施した． 

 

2. 研究内容 

(1)測地 VLBI 観測 

国立天文台の VERA 2 局は,

平成 24 年度も引き続き JADE

観測及び IVS-T2 観測に参加

した(表-1)．また，国内観測

JADE について相関処理・解

析を行った． 

 

(2)光結合 VLBI 観測 

平成 24 年度は，国立天文台

の山口 32m アンテナ（山口大

学運用）等と，計 12 回の光結

合観測を行った．平成 24 年 7 月 28 日に実施された U12209 においては，つくば局の観測データ及

び山口 32m アンテナの観測データを三鷹相関局へ光結合システムによって送信し，リアルタイムで

相関処理を行った.   

観測名 観測日 国土地理院及び国立天文台の参加局 

JADE-1204 2012/4/12 姶良，父島，新十津川，つくば，水沢，石垣島

IVS-T2083 2012/5/8 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

JADE-1206 2012/6/14 姶良，父島，新十津川，つくば，水沢，石垣島

IVS-T2084 2012/7/24 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

IVS-T2085 2012/9/11 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

IVS-T2086 2012/10/16 姶良，父島，つくば，水沢 

JADE-1212 2012/12/13 姶良，父島，新十津川，つくば，石垣島 

JADE-1301 2013/1/24 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

IVS-T2088 2013/2/19 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

JADE-1303 2013/3/14 姶良，父島，つくば，水沢，石垣島 

表-1 平成 24 年度に VERA 2 局が参加した IVS の観測 
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3. 得られた成果 

(1)測地 VLBI 観測 

図-1 は，JADE 観測及び IVS-T2 観測によって得られた，つくば－水沢及びつくば－石垣島の基線

長変化グラフである．平成 24 年度の国内観測については，現在解析が終了している JADE-1204，

JADE-1206 及び JADE-1212 の結果を示している． 

 

 
図-1 つくば－VERA 2 局の基線長の変化 

 

(2)光結合 VLBI 観測 

平成 24 年度当初の光結合観測では，山口

局の水素メーザ不調などもあり，フリンジ

を検出できなかった．7 月 28 日の U12209

においては，ほぼリアルタイムでフリンジ

を検出することに成功し（図-2），両局の

システムが正常であることが確認された．

その後の観測においても，正常にフリンジ

を検出している．詳細については現在解析

中である． 

 

4. 結論 

国土地理院では，国立天文台の VERA 2

局と測地 VLBI 観測を実施してきた．平成

24 年度も VERA 2 局は，計 9 回の JADE 観

測及び IVS-T2 観測に参加した．国土地理

院では，これらの結果を元にして国土地理院の VLBI 観測局との基線長を算出した． 

また，光ファイバー回線によってほぼリアルタイムにデータ転送・相関処理を行うことができ，本

システムが正常に機能していることが確認できた．この技術は，迅速な地球姿勢パラメータ算出や

VLBI2010 に必要な高速データ転送技術と関連しているため，今後も光結合 VLBI 観測を継続し，高速

データ転送のノウハウを蓄積する． 

 

図-2 U12209 において検出された 

つくば－山口基線のフリンジ 
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場所情報コードの利用技術に関する共同研究（第 3 年次） 
 

 

実施期間         平成 22 年度～平成 24 年度 

測地部          山際 敦史  板橋 昭房 

測地部計画課       井上 武久        

測地部測地基準課     檜山 洋平  小門 研亮 

地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室     

 小荒井 衛  神谷 泉  

乙井 康成        

 

1. はじめに 

 近年、屋内外において多種多様な位置情報サービスが展開されているが、これらの情報を屋内外で

統一的に利用できる位置情報基盤の整備が喫緊の課題となっている。こうした状況を背景に、平成 20

年 6 月に国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）を設置し、測位や航法を含めた位置に関する

幅広い社会需要に対応した位置情報基盤の整備や効果的な活用に関する具体的施策を検討し、その結

果を報告書として平成 22 年 3 月に取りまとめた。 

 この報告書では、従来の基準点体系を補完する新たな位置情報基盤として、位置情報点と場所情報

コードという新たな概念を導入した。場所情報コードは空間を水平方向 0.1 秒単位、高さ方向を建物

の階数で区分してモノを識別するコードで、既にインテリジェント基準点などに導入されているが、

施設管理や位置情報サービスなど他の分野における本コードの利活用に向け、平成 22 年度から平成

23 年度末まで産官学による共同研究を実施した。平成 24 年度は、この共同研究を一部継続して更な

る検討を行うとともに、コードの発行・管理にかかるガイドラインの作成及び基本情報閲覧システム

の構築を行った。 

 

2. 研究内容 

平成 22 年の共同研究開始時に参加したのは 17 の研究機関・企業等（図-1）であるが、うち 7 機関・

企業について以下の WG に再編成の上平成 24 年度も研究を継続し、コード管理に関する議論を踏ま

え、国土地理院において場所情報コード申請のためのガイドライン案を作成するとともに、発行した

場所情報コードに関する基本情報を閲覧するためのシ

ステム構築を行った。 

第 1WG：基本情報閲覧システムの要件検討及び空

間参照系統合管理に関する研究 

第 2WG：場所情報コードの医療分野における利活

用に関する実証実験 

第 3WG：場所情報コードの山間部における利活用

に関する実証実験 

第 4WG：場所情報コードの将来の運用のあり方に

関する検討 

                   図-1 共同研究参加機関・企業等（下線は 24 年度継続） 
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3. 得られた成果 

（1）ガイドライン案作成 

「位置情報基盤整備のためのガイドライン」では、測量を専門としない一般の利用者が手軽に位置

を計測・利用することを念頭に置き、申請の際に必要な準備・留意事項や申請・発行に関するセキュ

リティ対策等について取りまとめた。 

・精度分類……場所情報コードは測位精度によらず発行することとするが、測位精度を基本情報とし

て管理することとした。経緯度は高精度・中精度・低精度・精度不明の 4 つに精度を分類し、標高の

は高精度・低精度・精度不明の 3 つに分類した。 

・予約申請の導入……現状では、発行時に職員による整合性確認を行っているため、申請から発行に

1 日程度必要となる。このため、計測と書き込みのため二度現地入りすることがないよう、図上で仮

計測した結果に基づき予め該当コードを予約できる仕組みを導入した。 

・「属性」項目の導入……コードを付与した地点に対して、基本情報閲覧システムからの検索が容易と

なるよう、検索用キーワード（例えば役場、病院など）を登録できる仕組みとした。 

・悪用対策の強化……なりすまし防止のための申請者登録制度、特定地点のコード占有対策としての

申請上限数の導入などを行った。また、位置や情報の信頼度をエンドユーザが評価する制度を将来的

に導入する予定である。 

 

（2）基本情報閲覧システムの構築 

 場所情報コードを発行・管理するためのシステムは既に構築されているが、院内での利用に限定さ

れており院外からのアクセスはできない。このため、外部利用者が基本情報を閲覧するためのシステ

ムを平成 24 年度に構築した。 

 基本情報閲覧システムは、外部からのアクセスを受け付けることとなるため、セキュリティ対策上

申請・発行管理システムとは別のサーバとし、公開可能な情報のみを扱うこととした。PC と携帯端末

の各々からのアクセスに対応でき、電子国土 Web システム上にコードを発行した地点を表示するとと

もに、基本情報の表示や周辺情報の検索なども行う機能を搭載した。また、位置情報サービス分野で

の利用を想定し、アプリケーションから直接基本情報のデータベースにアクセスできるよう検索用の

API も整備した。 

 

4. 結論 

平成 24 年度は、これまでの共同研究における議論を踏まえ、場所情報コード申請のためのガイドラ

イン案の作成及び基本情報閲覧システムの構築を実施した。これにより、誰でも場所情報コードを申

請・利用できる環境が整ったこととなる。今後は場所情報コードの実運用を図るとともに、コードの

普及に向け、屋内ナビゲーションや公物管理をはじめとした様々な分野への応用に関して更なる検証

を進めたいと考えている。 
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