
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 

（第 3 年次） 

 

 

実施期間    平成 22 年度～平成 24 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 

国土地理院は国家の位置基準を管理する機関として，超長基線（VLBI）測量や電子基準点（GPS）

測量等により，我が国の測地基準系を維持管理している．平成 14 年に公表された測地成果 2000 算出

のための基準系構築において，VLBI 観測局を既知点とし，1997 年 1 月 1 日を元期に，その前後 6 日

間の GEONET 観測データから求められたスタティックな測地系が採用された．しかしながら，日本列

島は 4 つのプレート境界に位置し，地殻変動の激しい地域であって，年月の経過とともに国家測量成

果の世界測地系との乖離が大きくなる．そこで，グローバル観測結果に基づいて世界測地系の中での

日本列島の動きを正確に捉え，測地基準系の歪みを時系列的に監視する手法の開発が求められる．そ

のためには，VLBI と GPS の観測について，個々の技術の特性の違いを考慮して統合する解析手法の

研究に取り組む必要がある． 

本研究では，世界測地系における日本の測地基準系の歪みを監視する手法を構築することを目的と

し，VLBI 観測と GEONET 観測を時系列的に統合する解析技術の開発を行い，これをシミュレーショ

ン技術により評価した上で，国際 VLBI 事業（IVS）において取りまとめられた新しい VLBI 観測仕様

（以下「VLBI2010 仕様」と呼ぶ）に対応する国内 VLBI 観測の技術指針をとりまとめることを目標と

している． 

 

2．研究内容 

本研究は，特別研究として 3 年計画で実施しており，第 1 年次には VLBI シミュレータを整備し，

第 2 年次は，統合解析手法の評価を効率良く実施できるよう「統合基線解析アプリケーション」を開

発し，VLBI データと GEONET データを時系列的に統合解析する手法の検討を行った．第 3 年次は ,

昨年度の検討結果をふまえ，VLBI と GPS で整合した世界測地系における国内位置基準の監視手法を

開発し，10 年以上の蓄積されたデータに適用して，その整合性を評価した．また，国際観測が VLBI2010

仕様に移行されるのに対応し，開発したシミュレーション技術を用いて，国内 VLBI 観測網について

様々な観測の設定条件下で達成される精度を推定し，条件対応に必要となる設備の改良部分等と併せ

て技術指針としてとりまとめた．  

 

3．得られた成果 

3.1 VLBI観測とGEONET観測とで整合する時系列的な解析技術の開発 

世界測地系において非定常変動を考慮した国内位置基準の時系列監視の実現のため，全ての電子基

準点（GEONET）に対して以下に示す手法（図-1）を開発した：1）GEONETの通常処理の解析(F3解)

をグローバルGPS解析に整合させ，世界測地系における電子基準点の日々の座標値を推定する，2）推

定された電子基準点の日々の座標値をもとに，定常変動に加え，地震時変動，余効変動，季節変動な

- 116 -



どの非定常変動をモデル化した位置の時系列を推定する（図-2）． 

次に，上記手法の有効性を評価するため，国内VLBIのグローバル解との整合性を検証した．1）国

内VLBI観測データについて最新の物理モデルを用いて再解析し，世界測地系における国内VLBI局の

座標値を推定した．2）全ての国内VLBI基線に対し，コロケーションにより結合されている最寄りの

電子基準点の世界測地系においてモデル化された座標値を用い，コロケーションデータと組み合わせ

ることで同一基線の解を求めた．3）各基線解について，両者の位置の較差を求めたところ，いずれ

 

図-2 世界測地系における GEONET の位置の時系列 

赤十字点：GEONET の世界測地系における日々の 

座標値 

青破線 ：世界測地系で非定常地殻変動をモデル

化した位置の時系列 

 

図-1 GEONET について，世界測地系において日本国内の非定常的な 

地殻変動をモデル化し，位置の時系列を求める手法 

 

図-3 つくば-姶良基線における基線解の較差
  

平均値は，(北－南, 東－西, 上－下) 
=(0.009, -0.005, 0.000) (単位：m) 
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においても，有意な差はなく，ほぼ1cmの精度で整合することが分かった（図-3）．従って，開発され

た手法により，全ての電子基準点について世界測地系における国内位置基準が1cm程度の精度で監視

できることを明らかにした． 

 

3.2 シミュレーション評価によるVLBI2010仕様に対応した国内VLBI観測の技術指針のとりまとめ 

VLBI2010仕様に対し，国内VLBI観測を異なる条件で設定（表-1）し，数値シミュレーションにより

各々の条件のもとでの局位置の推定精度を調査し，条件対応に必要となる設備の改良部分を併せて国

内VLBI観測の技術指針としてとりまとめた．その際，多様な観測条件下における局位置の推定結果を

効率的に検索・抽出するためのシステムを整備した．ちなみに，VLBI2010仕様に対応させる条件とし

て重要な要素は，アンテナ駆動速度，受信感度，周波数帯域，チャンネル数（バンド数）などである．

とりまとめた結果の抜粋を表-2に示す． 

 

 

4．結論 

GEONETの通常処理の解析結果(F3解)に基づき，グローバルGPS解析に整合させ，その座標の時系列

について定常変動・非定常変動をモデル化する手法を構築した．そのモデルは，国内VLBIによる世界

測地系における位置情報と有意な差がなく整合することが明らかにされ，世界測地系における国内位

置基準の位置時系列を安定的に求める事が可能であることが示された． 

また，VLBI観測データを生成するVLBIシミュレータを導入し，多様な条件下で局位置の推定精度

を効率的に評価するためのシステムを整備した．そのシステムを用い，VLBI2010仕様に対応可能な国

内VLBI観測における条件の範囲において，アンテナ駆動速度，受信感度，周波数帯域，チャンネル数

（バンド数）などを可変パラメータとし，多様，多量な設定についてシミュレーションを行い，全て

の国内観測局についての位置の推定精度を評価した．得られた結果を元に，観測パターンと推定精度

表-1 VLBI2010 仕様に対応させた国内 VLBI 観測条件の様々な設定の範囲 

シミュレーションの設定  

• 観測基線： 国内 VLBI 観測の 4 局 6 基線  

• 期間：    2000～2009 年末 （毎月観測）  

• VLBI2010 仕様に対応する国内 VLBI の観測パターン  

• アンテナ駆動速度       1°～12°/秒  

• 受信感度（SEFD)       300,000～300Jy  

• 周波数帯域           4MHｚ～1GHz 

• チャンネル数（バンド数）   4ch～16ch  

【参考】 

現行 国内 VLBI 観測局  

(姶良・父島） 

駆動速度 3°/秒  

受信感度 10,000Jy 

周波数帯域 64MHz  

チャンネル数 8ch  

 

【参考】 

現行 つくば VLBI 観測局 

  

駆動速度 3°/秒  

受信感度 300Jy 

周波数帯域 64MHz  

チャンネル数 8ch  

 

【参考】 

建設中 石岡 VLBI 観測局  

 

駆動速度 12°/秒  

受信感度 2,500Jy 

周波数帯域 1,000MHz  

チャンネル数 4ch  
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を整理し，国内VLBI観測の技術指針としてとりまとめた． 

今回開発した，電子基準点の全点について定常，非定常な変動をモデル化する手法は，日本の国内位

置基準を世界測地系における時系列的な監視に活用される予定である．その適用結果は，位置の時系列

情報を与えるので，任意のエポック（基準日）における位置基準の値をとり出すことも可能となる．ま

た，国内VLBI観測の技術指針がとりまとめられ，VLBI2010仕様に対応させる，将来の国内VLBI観測に

ついての方針策定に資する．これらにより，世界測地系における国内位置基準の監視を進め，日本の測

地基準系の構築及び精密保持に寄与する． 

 
表-2 多様な VLBI 観測条件での水平方向の観測局位置の推定精度（抜粋） 

観 測

パ タ

ーン 

地方局観測条件項目 

地 方 局

ア ン テ

ナ 駆 動

速度 

地方局アンテ

ナ受信感度 

周波数帯域

×チャンネ

ル数 

基準局 

つ く ば 32m 

or 石岡 13m 

地方局 

水平位置の

RMS 

A 既設地方局 3°/秒 10,000Jy 512MHz
つくば

(300Jy) 
6.09mm

A’ 既設地方局 3°/秒 10,000Jy 512MHz
石岡

(2,500Jy) 
8.90mm

B アンテナ受信感度向上 3°/秒 2,500Jy 512MHz
つくば

(300Jy) 
4.70mm

C アンテナ駆動速度向上 12°/秒 10,000Jy 512MHz
石岡

(2,500Jy) 
7.02mm

D バンド幅向上 3°/秒 10,000Jy 4000MHz
石岡

(2,500Jy) 
7.03mm

E 受信感度＆バンド幅向上 3°/秒 2,500Jy 4000MHz
石岡

(2,500Jy) 
5.17mm

F VLBI2010 仕様 12°/秒 2,500Jy 4000MHz
石岡

(2,500Jy) 
1.23mm

G 
極小型アンテナ 

＆バンド幅向上 
12°/秒 300,000Jy 4000MHz

石岡

(2,500Jy) 
8.38mm
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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（第 3 年次） 

 

 

実施期間     平成 22 年度～平成 24 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 

国土地理院では，地震や火山活動の解明への寄与や防災活動の支援を目的として，地殻変動を監視し，

その情報を関連機関等に提供している．地震や火山活動に伴う地殻変動の監視には，全国に展開されて

いる GEONET の解析結果が重要な役割を担っている．GEONET の解析結果には様々な誤差が含まれて

おり，そのために，速やかにかつ信頼性の高い地殻変動情報の提供にとって障害となる場合がある．こ

のような誤差のうち，特に大気遅延に起因する誤差が問題となる場合が多い．GEONET の定常解析では，

大気遅延勾配推定の導入により，空間スケールの大きな気象現象に伴う測位誤差が大幅に軽減されてい

る．しかし，時間，空間スケールの小さな大気擾乱に起因すると考えられる誤差が依然として見られて

おり，地震や火山活動時における速やかなかつ信頼性の高い地殻変動の把握の妨げになる場合がある． 

本研究では，早期のかつ信頼性の高い地殻変動把握に寄与することを目的として，時・空間スケール

の小さな大気擾乱が GEONET の解析結果に及ぼす影響を評価する手法を開発し，大気擾乱による測位

結果への影響を評価可能とするプロトタイプシステムを構築する．  

 

2．研究内容 

対象とする領域において，気象庁の数値予報モデルを基に時・空間分解能の高い数値気象モデルを生成

するためのシステムを構築し，このシステムを用いて，時・空間スケールの小さい大気擾乱と測位誤差と

の関連性を明らかにするとともに，大気擾乱の測位結果への影響評価を指標化する．さらに，これらの計

算を自動的に行うことが可能な大気擾乱の影響評価システムを構築する． 

平成 24 年度は，昨年度までに構築した高分解能数値気象データ計算システムと整合度指標を用いて，

高分解能数値気象モデルから推定される測位誤差（以下，みかけ変動推定値という）と GEONET により

観測された変動との一致度（適合性）を定量的に評価する手法（以下，適合性評価手法）を開発する．こ

の手法を適用して，地殻変動の影響を含まない期間における適合性調査を全国網羅的に行い，電子基準点

ごとに特定の条件下におけるみかけ変動推定値の適合性の高低を統計的に分析し，その結果をみかけ変動

推定値に対する信頼度として品質情報集にまとめる．これら高分解能数値気象モデルの生成，みかけ変動

の推定と対応する信頼度の抽出を統合して大気擾乱の影響評価手法を開発し，GEONET による迅速解析

や緊急解析に対応する早さで一連の影響評価手法の処理が可能な，大気擾乱影響評価システムのプロトタ

イプを構築する． 

 

3．得られた成果 

高分解能数値気象モデルを用いて推定されるみかけ変動は，観測によるみかけ変動を正しく再現できな

い場合や，実際には生じていないみかけ変動を誤って推定する場合がある．しかし，みかけ変動の推定に

おいて誤差を見積もることができない．そのため大気擾乱の影響を把握するためには，みかけ変動推定値
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がどの程度信頼できるかを示す品質情報が必要である．みかけ変動推定値の適合性は，電子基準点ごとに

特定の条件において高いと想定されるため，地殻変動の影響を含まない期間に得られた多くの観測事例に

ついて，みかけ変動推定値と観測による変動との適合性の高低を全国網羅的に調査・分析する．その結果，

特定の条件下での適合性の高低が特徴づけられれば，電子基準点ごとの当該条件下における信頼度を表す

ものとして扱うことができる．こうして得られる信頼度をとりまとめ，品質情報集とすることとした．  

はじめに，高分解能数値気象モデルを用いて推定されるみかけ変動推定値について，観測による変動と

の適合性を定量的に評価する適合性評価手法を以下の通り構築した．1）観測による変動とみかけ変動推

定値のそれぞれについて，観測点ごとに有意な大きさをもつかどうかを判定する．2）観測による変動が

有意な大きさをもつ観測点について，昨年度までに構築した整合度指標を用いて，周囲の観測点との相対

ベクトルの空間パターンの一致度を判定し，大きさの有意性と併せて適合性を評価する．この手法の適用

により，個々の事例において観測点ごとに，“みかけ変動である”，“みかけ変動による疑い”，“不明”と判

定する． 

つぎに，小スケールの大気擾乱は地形起伏によって生じるため，特定の地区，限定された電子基準点に

影響を与えることが想定されることから，2010 年の 1 年間を対象として，全国の電子基準点について大

気擾乱による影響の調査を行った．大気擾乱によるみかけ変動は座標値の再現性を劣化させるので，個々

の電子基準点において，GEONET の定常解析の座標解のばらつき（RMS），みかけ変動推定値のばらつき

（RMS）を求め，ばらつきが有意に大きくなる事例について変動の分布を調べた．その結果，大気擾乱の

影響を受けやすい電子基準点は限定的であり，ばらつきの大きさで振るい分けられることが明らかとなり，

それらの点を影響評価の対象点とした．そのような対象点は，山岳域に集中して分布し，同じエポックに

おいて有意なみかけ変動がまとまっていることがわかった．そこで，そのような地区として，全国の電子

基準点から 30 地区を大気擾乱の影響を受けやすい地区として特定した（図-1）． 

さらに，小スケールの大気擾乱が発生する様式は気象条件によって異なると想定されることから，適合

性の高低を左右する条件として気象条件を扱うこととした．開発すべきシステムは GEONET による地殻

変動監視の担当者が使用するものと考えているので，気象の専門知識がなくても気象条件を容易に判別可

能とするため，気象庁のホームページで随時公開される天気図を見て判断可能である，特徴的なものとし

て，表-1 に示す 8 種類の気象条件に分類した． 

このようにして特定された地区について， 表-1 で採用した気象条件ごとに，地殻変動の影響を含まな

い 30 日程度の期間に得られた GEONET の観測を対象として， F3 解析，Q3 解析のそれぞれについて，

適合性の分析を行った．個々の事例における適合性評価により，評価対象点ごとに，“みかけ変動である”，

または，“みかけ変動による疑い”と判定されたものの割合を算出し，その結果を“高”，“中”，“低”，ある

いは，“有意な変動なし”の 4 段階に分けて集計した．その結果，各地区において，電子基準点ごとに，特

定の気象条件下での適合性の高低を明らかに特徴づけられることが分かった．したがって，この分析によっ

て得られた適合性の高低を，個々の電子基準点において該当する気象条件に対する推定値の信頼度として扱

うことができる．こうして得られた信頼度の情報を品質情報集としてとりまとめた． 

以上の手法や品質情報集を統合し，地震発生時や火山活動時に行われる GEONET の緊急解析や迅速解析

による地殻変動監視において，各電子基準点で観測された変動に対応する，小スケールの大気擾乱によるみ

かけ変動の推定値を算出し，観測時の気象条件に該当する信頼度を付与した分布情報を提供する手法を，大

気擾乱の影響手法として開発する．その手法を適用して，観測された変動と，与えられたみかけ変動情報を

対比することにより，地殻変動の監視担当者は，個々の電子基準点において観測された変動が，大気擾乱に

よるものか，大気擾乱の影響を受けない点か，あるいは，大気擾乱の影響によって地殻変動が隠されている
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か，などの判断に役立つ．また，この手法を組み入れた運用可能なシステムを開発するにあたっては，

GEONET の迅速解析や緊急解析による変動が得られた時点において，一連の処理が完了することが必要で

ある．さらに，地震時等の監視業務においては，大気擾乱の影響評価を迅速かつ簡便に実行させることが肝

要であるため，できるだけ簡便に解析設定を行うことができ，また，気象分野の専門知識がなくても観測

時の気象条件の選択を容易に行うことができることが要求される． 

大気擾乱の影響評価手法として，具体的には以下のとおり開発した．まず，気象庁のメソモデルを入力デ

ータとして高分解能数値気象モデルを生成する．つぎに，このモデルを用いて各電子基準点におけるみかけ

変動を算出する．さらに，観測時の気象条件としてユーザーが指定する条件に該当する信頼度を品質情報集

から抽出する．つぎに，この手法を組み入れた，大気擾乱の影響評価システムのプロトタイプ（図-2）を開

発した．ユーザーに必要となる操作は，対象地区の選択，GEONET の解析種別，解析期間等の簡単な解析

条件の設定，および，システムから出力される，観測時の天気図（気象庁ホームページからの取得，あるい

は，気象モデルから生成）と典型的な天気図を参照した気象条件の選択，結果の表示選択である．また，プ

ロトタイプを用いた大気擾乱影響評価手法による一連の処理は 2 時間以内で終了する． 

本システムの有効を確認するため，地震による地殻変動と小スケールの大気擾乱によるみかけ変動の混在

が疑われた，2011 年 11 月 24 日浦河沖の地震における GEONET 観測を事例として，本システムを適用した

試験を行った．一連の処理は約 1.2 時間で終了した．また，出力されたみかけ変動とその信頼度の分布図と

の対比から，電子基準点 3 点において大気擾乱によるみかけ変動の影響が疑われた．地震直後の GEONET

の解析による変動に対し，地震後約 7 日間の観測から求められた，地震に伴う地殻変動を差し引くことで観

測誤差を算出し，影響評価システムによるみかけ変動の推定結果と比較すると，この 3 点のいずれにおいて

も変動の傾向が一致した（図-3）．この結果は，開発されたシステムによる大気擾乱の影響評価が妥当なこ

とを示している．したがって，地震発生時や火山活動時などにおいて，GEONET の迅速解析や緊急解析に

よる変動が得られる時点で，大気擾乱の影響評価が可能なシステムであることが確認された． 

 

4．まとめ 

 高分解能数値気象モデルを用いて推定されるみかけ変動推定値について，観測された変動との適合性を

定量的に評価する適合性評価手法を構築した．この手法を適用して，大気擾乱の影響を受けやすい全国

30 地区を対象として，個々の電子基準点について，異なる気象条件ごとに，適合性調査を網羅的に行っ

た．その結果，小スケールの大気擾乱による影響を受けやすい電子基準点においては，特定の気象条件に

おいて，みかけ変動推定値の適合性の高低が特徴づけられることが明らかとなった．したがって，この情報

をみかけ変動推定値の信頼度として扱うことができ，電子基準点ごとに品質情報集として整備した． 

こうして開発された，高分解能数値気象モデルの生成，みかけ変動の推定と対応する信頼度の抽出を行う

手法を統合し，大気擾乱影響評価手法として構築した．この手法を組み込み，GEONET の迅速解析や緊急

解析に対応して一連の処理が可能であり，ユーザーによる簡便な設定で動作するシステムを大気擾乱影響

評価システムのプロトタイプとして構築した．このシステムを，地震による地殻変動と大気擾乱によるみ

かけ変動の混在が疑われる事例に適用した試験により，処理時間も含め，有効な評価が可能であることが示

された． 

本研究で構築したシステムのプロトタイプは，平成 25 年度に測地観測センターによる地殻変動監視業

務において試験的に活用される予定である．実際の業務への活用を通じて改善すべき点が明らかとなれば，

システムの改良を行いたい．なお，本システムでは，全国を 5 つの領域に分けた計算を行っており，一度

に解析可能であるのは 1 領域のみに限定される．計算機の拡充を行えば，複数の領域を同時に解析するこ
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とが可能となる． 

さらに，本研究の実施過程において，小スケールの大気擾乱に伴う影響は観測値に方位依存性のある残

差として生じることが明らかとなった．小スケールの大気擾乱による影響の補正として，異方性を取り入

れたマッピング関数が効果的である可能性が想定され，今後，そのような手法開発について検討を行う予

定である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 GEONET における大気擾乱影響評価システム 

図-3 2011 年 11 月 24 日浦河沖の地震における，(a)地震直後の GEONET 解析による変動，(b)みかけ変動推定結果

(b)，及び，(c)地震時の地殻変動を(a)から差し引いて求めた観測誤差.みかけ変動推定の結果から，観測点

「0789」，「0887」，「0532」は，大気擾乱の影響が疑われる．この３点の変動は，(c)と変動の傾向がよく一致し

ている． 

 気象分類 

条件① 移動性高気圧 

条件② 温帯低気圧 

条件③ 停滞前線（梅雨，秋雨）

条件④ 冬型，寒気の流入 

条件⑤ 小笠原高気圧 

条件⑥ 台風，熱帯低気圧 

条件⑦ 大気の不安定 

条件⑧ その他 

表-1 気象条件． 

図-1 評価対象点（黄色の丸）及び大気擾乱の影響

を受けやすい地区の例． 
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地殻変動監視能力向上のための電子基準点誤差分析の高度化に関する研究 
（第 1 年次）  

 

実施期間     平成 24 年度～平成 26 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 

海溝型巨大地震およびその誘発地震について，その発生や誘発のメカニズムを明らかにし，発生予

測につなげるためには，まず，地殻変動の監視において，プレート境界でのすべりと固着の状態の詳

細な時空間的推移を明らかにする必要があるが，その実現には地殻変動観測データの高品位化が求め

られている．また，中・長期的な地殻変動の監視においては，通常とは異なるシグナルが検出された

際，今後推移を見守るべき変動かどうかの判断が必要であり，その能力の向上のためには，そのため

の判断材料として，電子基準点の観測データの誤差特性に関する総合的な情報の提供が求められてい

る． 

近年，GPS 時系列に含まれる誤差の理解が格段に進み，その低減が図られてきており，さまざまな

誤差要因について，電子基準点における測位誤差を網羅的に評価できる環境が整ってきた．その一方

で，地面や地物等により反射された電波によるマルチパスが原因となる測位誤差については，これま

で十分に検討されてこなかったが，最近の研究により，時・空間的に相関をもつ複雑な測位誤差をも

たらすことが分かってきた．そのような誤差は，プレート固着状態の監視や中・長期的な地殻変動の

監視において障害となりうる． 

以上のことから，地面反射マルチパス誤差を定量的に評価する手法を開発するとともに，先行研究

により開発された GPS 時系列誤差推定手法を統合し，電子基準点の観測データの総合的な誤差特性情

報を分析するシステムを構築し，プレート固着状態の監視や中・長期的な地殻変動の監視において必

要となる，電子基準点の観測データの誤差特性情報の提供を行うことが求められている． 

 

2．研究内容 

地面反射マルチパス誤差について，GPS 受信機 SNR を用いて定量的に評価する手法を確立するとと

もに，先行研究により開発された GPS 時系列誤差推定手法を統合し，電子基準点観測データの総合的

な誤差特性情報を分析するシステムを構築する． 

 昨年度行った予備的な検討の結果，電子基準点の観測ではモニュメントの熱変形に伴う誤差が顕著

に認められ，そのままでは，地面反射マルチパス誤差の定量的評価手法の検証が困難であることが明

らかになった．そこで，初年度は，電子基準点モニュメントの熱変形に伴う誤差について，電子基準

点に設置されている傾斜計を用いた補正手法を構築した．また，地面反射マルチパス誤差の定量的評

価手法の検証に用いるため，電子基準点近傍において土壌水分量の試験観測を開始した． 

 

3．得られた成果 

まず，電子基準点モニュメントの熱変形に伴う誤差の補正手法を構築した．そのために，各電子基

準点において，米国ジェット推進研究所において開発された GPS 解析ソフトウェアである

GIPSY-OASIS II を用い，精密単独測位法により，2010 年 5 月から 2012 年 5 月にわたるほぼ 2 年間の
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キネマティック座標（30 秒間隔）を推定し，熱変形の影響が少ないと考えられる夜間の平均値を用い

て長期的な変動を補正した上で 1 時間毎にリサンプリングした．一方，電子基準点に設置されている

傾斜計記録については，まず温度変化の影響を推定・除去し，夜間平均値を用いて長期的変動を補正

したものから，1 時間毎にリサンプリングしたデータを作成した．処理の詳細については Munekane 

(2013)を参照されたい． 

次に，傾斜計記録からアンテナ位置での変位を推定するため，両者の間のアドミッタンス係数を推

定した．モニュメントが一様変形する場合，アドミッタンス係数は定数であり，アンテナの地面から

の高さと一致するはずであるが，実際には，モニュメントの変形は一様ではなく，また，季節変化も

認められるため，アドミッタンス係数は定数として扱えない．そこで，本研究では，アドミッタンス

係数は時間変化するとし，Segall and Matthews (1997)の方法により，その最適値を推定した． 

モニュメントの熱変形に伴う変位の推定例を図-1 に示す．図-1(a)は，国土地理院構内の電子基準点

における結果であり，左が一重管タイプ（つくば 1），右が二重管タイプ（つくば 2A）である．一重

管タイプにおいては大きな変形が見られるが，二重管タイプにおいてはそのような変形は見られない

ことが分かる．また，一重管タイプの変位について，毎正時における変位ベクトルの例を図-1(b)に示

した．変位の向きはほぼ太陽位置の反対となっており，モニュメントの熱変形による変位の特徴と一

致する． 

図-2 に，一重管タイプであるすべての電子基準点について，変位の振幅スペクトルをスタックした

ものを示す．変位は S1, S2 潮汐帯にほぼ限定されている．また，補正により，S1, S2 の振幅は，南北

成分で，それぞれ，41, 43%，東西成分で，それぞれ，36, 56%の減少を示しており，本研究の補正手

法が有効であることを示している． 

次に，電子基準点の土質，設置状況を類型化した上で，代表的な電子基準点 11 点（国土地理院構内

3 点，北海道および四国地方の電子基準点 8 点）近傍において，試験的な土壌水分観測を開始した．

土壌水分計測は，Delta 社の土壌水分センサーML2x と日本環境計測の防水型土壌水分計測ロガー

MIJ12 を組み合わせた現地収録方式で行った（図-3(a)）．このシステムの特徴は，システム全体を地中

埋設できることである．地中埋設することにより，機材の盗難の心配がなく，長期間の連続観測が可

能となった． 

国土地理院構内では 2012 年 8～9 月，北海道および四国地方については 2012 年 11 月（不意の積雪

により設置できなかった四国地方の 1 点については 2013 年 3 月）より土壌水分観測を開始した．2012

年 1 月に国土地理院構内の電子基準点 3 点，2013 年 3 月に四国の電子基準点 3 点で試験的にデータの

回収を行ったが，すべての観測点で支障なくデータが取得できている．図-3(b)に，観測された土壌水

分量の一例を示す．降雨に伴う土壌水分量の急激な上昇およびその後の排水に伴うゆっくりした緩和

がきれいに捉えられており，観測には何ら問題が生じていないことを示している． 
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図-1 (a)傾斜計記録から推定された電子基準点モニュメントの熱変形に伴う誤差の例．左が一重管

（つくば１），右が二重管（つくば 2A）の結果．赤線はオリジナルの変位，青線が，モニュメ

ントの熱変形に伴う変位の推定値を表す．(b)つくば 1 の毎正時の変位ベクトルの例． 

図-2 座標時系列の周波数解析．左が半日周潮汐帯，右が日周潮汐帯を示す．赤線はオリジナルの時

系列の結果，青線が，傾斜補正後の結果を表す． 
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4．結論 

電子基準点に設置されている傾斜計の記録から，電子基準点モニュメントの熱変形に伴う変位を推

定して補正する手法を開発した．モニュメントの熱変形に伴う変位は，潮汐の S1 および S2 成分に顕

著に見られ，開発した手法の適用により，その振幅が大幅に減少することを確認し，補正手法の有効

性を示した． 

また，電子基準点の土質，設置状況を類型化し，代表的な電子基準点 11 点において，試験的な土壌

水分観測を開始した．一部データを回収して点検を行ったところ，良好なデータが取得できているこ

とを確認した． 

 今後は，電子基準点モニュメントの熱変形を補正した後の座標時系列を用い，地面反射マルチパス

誤差の影響を定量的に評価する予定である．また，土壌水分量の観測を継続するとともに，地面反射

マルチパス誤差の定量的評価から導かれる土壌水分量との比較を通じて，地面反射マルチパス誤差の

定量的評価手法の検証を実施する予定である． 

 

参考文献 

Munekane (2013): Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal tilt of GPS 

monuments, J. Geod, in press. 

Segall, P. and M. Matthews (1997): Time dependent inversion of geodetic data, J. Geophys. Res.,102, 

22391—22409. 

図-3 （a）観測に用いた土壌水分センサーおよびロガー．このあと，計測器に土をかぶせ埋設する．

(b)観測された土壌水分量の例．降雨に伴う土壌水分の急激な上昇と，その後の排水に伴うゆ

っくりとした緩和が捉えられている．
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次世代 GNSS の利用可能性に関する研究  
（第 5 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．    

昨年度は，後処理キネマティック GNSS 解析において，GPS に加えて GLONASS を利用した場合の

実測における測位精度の評価を試行したが，今年度は，リアルタイムキネマティック GNSS 解析につ

いて同様の評価ができるよう，GEONET のリアルタイムデータを地理地殻活動研究センター（以下，

研究センター）で利用するためのデータ配信系の整備を行った． 

 

3．得られた成果 

GEONET リアルタイムデータは，各々の電子基準点から BINEX 形式にて配信され，測地観測セン

ターのリアルタイムデータ通信管理装置(測地観測センター, 2004)に集約される．研究センターの計算

機でこのデータを利用するためには，１）リアルタイムデータ通信管理装置から研究センターへのデ

ータ転送，２）BINEX 形式から，より汎用的な RTCM 形式へのリアルタイムでのデータフォーマット

変換，３）リアルタイムデータ配信サーバの導入，の３つの要件が必要となる． 

今年度は，上記の要件を満たすデータ配信系として，図-1 に示される構成のシステムを構築した．

リアルタイムデータ通信管理装置から配信されるリアルタイム BINEX データは，GNSS 測位プログラ

ム・パッケージである RTKLIB(ver 2.4.2b10; Takasu,2013)に含まれている，データ分配プログラムであ

る str2str を用いて，研究センターのデータ変換・保存サーバに送られる．データ変換・保存サーバで

は，日立造船（株）により開発されたリアルタイムデータ変換プログラム stcond_rtcm を用いて，BINEX

形式から RTCM3.0 形式にフォーマット変換される．変換されたデータは，NTRIP サーバに受け渡さ

れ，再び str2str を用いて NTRIP キャスタに送られるとともに，ローカルディスクに保存される．NTRIP

キャスタでは，受け取ったデータをドイツ連邦地図測量庁(BKG)で開発された NTRIP キャスタ・プロ
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グラム ntripcaster v1.0 により NTRIP プロトコルを用いて配信する．研究センターのユーザーは，NTRIP

クライアントを用いて NTRIP キャスタにアクセスすることで，RTCM 形式のリアルタイムデータを取

得することができる． 

現在，電子基準点 300 点のリアルタイムデータ(GPS と GLONASS)を上記システムにて配信中であ

る．遅延時間は，常時おおむね 3 秒以内と良好な結果が得られている（図-2）．ただし，配信点数を

400 点程度にまで増やすと，遅延時間が加速度的に大きくなる現象がみられた．その原因については，

今のところ不明であるが，計算機負荷に十分余裕があることから，おそらく，計算機の間をつなぐ LAN

にボトルネックがあるものと推察される．今後，原因の究明を進めていきたい． 

 

 

     

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

図 -2 遅延時間情報のスナップショット．遅延時間の計測には，BKG で開発された BKG NTRIP 

Client(BNC)を用いている． 

図-1 研究センターに構築したリアルタイムデータ配信系の概略．枠内赤字は使用したプログラム

名を示している． 
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4．結論 

 リアルタイムキネマティック GNSS 解析について，GPS に加えて，次世代 GNSS を用いた場合の測

量精度の評価ができるよう，GEONET リアルタイムデータを研究センターで利用するためのリアルタ

イムデータ配信系の整備を行った．電子基準点 300 点について，安定的に NTRIP 形式でデータを配信

できることを確認した． 

  

参考文献 

測地観測センター(2004):電子基準点 1200 点の全国整備について，国土地理院時報，103，1-51 

Takasu T. (2013): RTKLIB ver 2.4.2 manual，available at http://www.rtklib.org（accessed 14.Feb.2013） 
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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 4 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 

 

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．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（IAG）

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． 

第 4 年次においては，昨年度評価を加えた全球重力場モデルに比べ，より長い期間に収集された，GOCE

観測と，他の重力場観測衛星 GRACE（Gravity Recovery and Climate Experiment）等の観測を用いて算出さ

れた，より高分解能な全球中・長波長重力場モデルについて，日本とその周辺における品質評価を行う． 

 

3. 得られた成果 

最新の高分解能全球重力場モデルとして，EIGEN-6C2（球面調和係数 1949 次まで；Foerste et al., 2012）

を対象とした．このモデルは，昨年度（黒石，2012）において評価対象とした，混合モデル（EIGEN-6C；

Foerste et al., 2011）の更新版であり，350 日分の GOCE 観測，7.8 年分の GRACE 観測，25 年分の SLR（人

工衛星レーザー測距）観測に加え，DTU10（Andersen，2010）がデータとして用いられている．DTU10 は，

海域について人工衛星アルチメトリー（海面高度計）によって求められた重力場モデルと平均海面高モデ
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ル，および，陸域について EGM2008（Pavlis et al., 2008）重力場モデルが組み合わされたものである． 

日本列島における品質評価においては，現時点で最も高い分解能をもつ EGM2008 および最新の日本列

島の重力ジオイド・モデル JGEOID2008（Kuroishi, 2009）と比較しつつ，ジオイド高の精度を調べる．ジ

オイド・モデルの精度を評価する場合，特に日本列島では，短波長のジオイド起伏が大きく，その影響を

低減する必要がある．そのため，EIGEN-6C2 そのものとしてのモデルとともに，構築された次数より高次

の成分について EGM2008 の係数を 2190 次まで連結したもの（EIGEN-6C2/EGM2008 と呼ぶこととする）

をあわせて考える． 

各重力ジオイド・モデルについて，ジオイド測量による主要 4 島のジオイド高データ（816 点）に対す

る較差の統計量を表-1 に示す．EIGEN-6C2 および EIGEN-6C2/EGM2008 は，直接較差と平面回帰後の残差

のいずれにおいても，EGM2008 に比べると有意な分散の減少が認められる．また，いずれの較差の分散に

おいても，EIGEN-6C2/EGM2008 は，EIGEN-6C2 に比べて 2％弱の減少に留まっている．一方，全ての全

球モデルにおいて，いずれの較差の分散についても，JGEOID2008 に比べて有意に大きくなっている．従

って，現時点において公表されている全球重力場モデルを基盤としても，日本列島の重力ジオイド・モデ

ル JGEOID2008 を改善する効果はあまり期待されない． 

 

表-1 全国 816 点のジオイド高データを用いたジオイド・モデルの較差統計量．‘Direct differences’は直接較差，

‘Planar fit’は平面回帰を行った較差であり，mean と SD はそれぞれ平均と標準偏差，回帰平面の傾斜率と最大傾斜

の方位角をそれぞれ Tilt と Azimuth を示す． 
 

Geoid Model 
Direct differences Planar fit 

Mean (cm) SD (cm) Tilt (ppm) Azimuth SD (cm) 
EIGEN-6C2 -22.02 8.62 0.17 94˚ 6.25 
EIGEN-6C2/EGM2008 –22.18 8.55 0.17 94˚ 6.20 
EGM2008 –21.72 8.88 0.11 43˚ 6.61 
JGEOID2008 –20.20 8.44 0.18 97˚ 5.99 

 

4. 結論 

より長期間の重力衛星（GOCE，GRACE）観測データなどを用いて作成された，最新の高分解能全球重

力場モデルについて，日本列島におけるジオイドのモデル精度を評価した．主要 4 島におけるジオイド高

データに基づくと，先行公表されたモデルに比べ精度に改善が認められるが，最新の日本の重力ジオイド・

モデルを改善する効果はあまり期待されないことが分かった． 
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地殻上下変動計測の整合性向上に関する研究 （第 4 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 

 

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

として正標高（ヘルメルト高）が与えられている．一方．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とし

て決定され，これらの楕円体高を正標高と関係づけるジオイド・モデルも提供されている． 

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

系の絶対的位置と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． 

第 4 年次においては，昨年度開発した，隣接する潮位観測点間におけるコヒーレンシー分析に基づく平

滑化手法（黒石，2012）を適用して全国 36 点の平滑化潮位を求めるとともに，最寄りの GEONET 観測点

における楕円体高変化と組み合わせることで平均海面位の楕円体高変化の推定を試みる． 

 

3．得られた成果 

国土地理院の 23 験潮場と気象庁の 13 検潮所の合計 36 点を対象として，平均海面位の楕円体高推定を行

った．図-1 にそれらの配置を示す．コヒーレンシー分析には，できるだけ近接する観測値と組み合わせる

ため，これら 36 点のほかに，日本海洋情報センターで公開されている海上保安庁および国土交通省港湾局

の験（検）潮所の潮位データも併せて用いた．1985 年から 2008 年までの 24 年間を解析期間とした．また，
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験潮場地盤の楕円体高変化については，より長期間のデータを得るため，験潮場附設の GNSS 観測局を参

照しつつ，験潮場最寄りの GEONET 観測局の F3 解（座標値楕円体高成分）を用いた．  

平滑化海面位の楕円体高変化は，つぎの方法で求めた．まず，各潮位観測点において，有意なコヒーレ

ンシー成分を除去して得られた平滑化潮位の日平均時系列から月平均値を求める．つぎに，最寄りの

GEONET 局における楕円体高の月平均値を算出し，全体の平均値からの偏差を採る．これらを足し合わせ，

F3 解に含まれる季節的変動を軽減するため，13 ヶ月幅の移動平均を採り，全体の平均値からの偏差を各点

における平均海面位の楕円体高変化とする． 

こうして得られた平均海面位の楕円体高変化の時系列を図-2 に示す．一部の GEONET 局の楕円体高値に

は，大きなゆらぎ（振動），あるいは，地震時に生じたステップ変化に験潮場附設局と異なる大きさを持つ

ものがあり，これらの点においては得られた時系列に人工的な乱れがみられる．それらを除くと，ほとん

どの平均海面位は，この期間において緩やかな上昇速度を持つことが分かる． 

海面位の楕円体高については，人工衛星アルチメトリー（海面高度計）を用いた観測が全球的に繰り返

し行われており，AVISO（Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographis data）から格子化

された時系列モデルが公開されている．そこで，潮位観測点の最寄りの格子点における時系列データと本

研究による平均海面位の時間変化を比較した．すると，海流等の影響による海面位変動が少ない場所では

両者が整合しており，今回の手法は，海面位の楕円体高変化の推定に有効であることが分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 GPS/験潮観測点分布．     図-2 平滑化海面位楕円体高の相対変化． 

●は国土地理院験潮場，★は気象庁検潮所，  横軸の数値は暦年・月，縦軸は楕円体高変化(単位は m) 

ローマ数字は津村（1963）の海域区分． 

 

4. 結論 

隣接する潮位観測点間のコヒーレンシー分析に基づく潮位平滑化手法を全国 36 点に適用し，平滑化効果

の有効性が示された．その際，用いられた手法に内在する，つぎの特徴に注意が必要である．コヒーレン

トな変動としてウェーブレット成分を除く方法であるため，地震時の跳びなどは緩やかな変化モデルで扱

われる；コヒーレント変動成分の除去には，用いられたデータ長に応じた最大周期の制約がある；局所的

で周期的な海面位変動を含む潮位観測局との組み合わせでは，当然ながらコヒーレント成分でない変動が

残存する． 

最寄りの GEONET 局における楕円体高観測値を用いて，1996 年から 2008 年における平均海面位の楕円

体高変化が推定された．ほとんどの点では継続的な海面位の上昇を示し，海流等の変動の少ない場所では，
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人工衛星アルチメトリーに基づく結果と整合した．したがって，平均海面位の変化情報としては，験潮，

GNSS 観測と人工衛星アルチメトリーの間で整合的である． 

日本周辺の海面位変化においては，太平洋十年規模変動と呼ばれる中期的な自然変動現象がみられるこ

とが知られている．そのため，図-2 で示された海面上昇は，全球的な変動や長期的な海面上昇速度とは必

ずしも一致するものではないことに注意が必要である． 
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SAR 干渉解析における電離層誤差の定量評価及び軽減手法の構築 
（第 1 年次） 

 

 

実施期間    平成 24 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  中川 弘之 

        

1．はじめに 

 干渉合成開口レーダー（干渉 SAR）は地表面の変位を面的に得られる技術であり，地震・火山活動

に伴う地殻変動や地すべり等の地表面の変動現象の把握に威力を発揮している．国土地理院は地盤変

動を面的に監視するため，陸域観測技術衛星「だいち」のデータを定常的に解析し，SAR 干渉画像を

作成してきており，平成 25 年度に打ち上げが予定されている「だいち」後継機の ALOS-2 においても，

引き続き干渉 SAR による国土の地盤変動監視を実施することになっている． 

 SAR 干渉解析において，現状では，限られた範囲に生じた地殻変動の情報が広域的な誤差の中に隠

れてしまい，検出できないことがある．特に，1 周波電波を用いた観測である SAR データの干渉解析

では，電離層擾乱（粗密の変動）に伴う電波の遅延誤差により，正確な地盤変動情報が抽出できない

場合があることが問題となっている．電離層による誤差の補正には，2 周波電波を用いた GNSS 観測

データに含まれる電離層電子密度に関する情報に基づく手法が有効であると考えられる． 

 従って，電子基準点データに基づく電離層補正手法の技術開発を行うことにより，SAR 干渉画像を

利用した安定で正確な地盤変動の稠密な把握を可能にし，干渉 SAR による地盤変動監視の信頼性の向

上を図る研究の実施が望まれている． 

 

2．研究内容 

本研究は，国土地理院が実施する国土の定常的な地盤変動監視において，電子基準点データに基

づく電離層補正を実現するため，予備的な調査を行うことを目的とする．   

本年度は電子基準点の観測データから SAR干渉解析における電離層の補正画像を生成する手法を

試験的に構築する．  

  

3．得られた成果 

電子基準点では，2 周波の電波(L1, L2)を用いて GNSS 観測を行っており，それぞれの周波数におい

て，観測点と衛星との間の擬似距離および位相が計測されている．その擬似距離の差(L4 結合）を取

ることで，観測点と衛星との距離の項などが相殺され，衛星視線方向の電離層密度の情報を抽出する

ことができる． 

L4 結合から衛星視線方向の電離層電子密度を推定するに当たって，以下のような工夫を行った．擬

似距離にはマルチパス誤差が多く含まれているため，擬似距離の差をそのまま用いると誤差が大きく

なるという問題がある．そこで，擬似距離のかわりに，より精度の高い位相情報に基づき，整数不確

定性を補正し，衛星までの距離に換算したものを用いることとした．整数不確定性の除去には

GPSTk(Tolman, 2008)を用いた．また，L4 結合には衛星バイアスと受信機バイアスの影響が含まれて

おり，それらを適切に除去する必要があるが，衛星バイアスについては，ベルン大学 CODE で公開さ

れている日々の推定値を用いて補正し，受信機バイアスについては，Arikan et al. (2008)の手法を用い，
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観測点毎に推定した上で補正することとした． 

次に，観測点毎に推定された衛星視線方向の電離層電子密度情報から，SAR 衛星「だいち」の画像

に対応する電離層補正画像を作成した．その際，電離層電子密度変化は上空 450km の薄層で発生して

いると仮定し，観測点毎の電離層電子密度情報を薄層に投影して 0.5°格子にグリッド化したうえで，

「だいち」の電波が薄層を通過する点の電離層電子密度変化を，時空間において内挿計算したものを

遅延量に変換した（図-1）．なお，電離層の三次元構造に変化が生じている場合には薄層近似が適用で

きないため，電離層電子密度に関して予め高域通過フィルター(3600 秒)を適用し，構造変化の影響を

なるべく排除するようにしている． 

     

 
 

 

 

 

 

4．結論 

電子基準点における GNSS 観測データから，「だいち」干渉 SAR 解析に対応する電離層補正画像を

生成する手法を試行した． 

今後は，補正画像生成手法を更に改良するとともに，実際の「だいち」データを用いて，補正効果

を評価する予定である． 
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電離層補正画像の生成に当たっては，地殻変動研究室の小林知勝研究官が開発した大気遅延補正画
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図-1 （左）2006 年 8 月 26 日に「だいち」が日本上空を通過した際の，電離層電子密度変化．伝

搬性電離層異常(TID)発生時がみられる．（右）同時刻の，鹿児島県付近の「だいち」補正画

像． 
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GPS 測量等における電離層補正効果に関する研究（第 1 年次） 

 

実施期間          平成 24 年度～平成 25 年度  

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室       畑中 雄樹 

宇宙測地研究室       中川 弘之 

測地部測地基準課      檜山 洋平 影山 勇雄 

測地観測センター地殻監視課 加川 亮 

測地観測センター      宮原 伐折羅 

 

1．はじめに 

GPS基線解析における主要な誤差要因の一つである電離層遅延は，特に基線が長い場合に，二重位

相差をとっても完全には相殺されずに残るため，二周波観測による補正が行われる．公共測量に適用

される作業規程の準則（以下「準則」と記載する）においては，観測距離10km未満の場合は2級GNSS

測量機による一周波観測が認められているが，観測距離10km以上の場合には1級GNSS観測測量機によ

り二周波による観測を行うこととされている． 

平成21～23年度に実施された特別研究「GPS統合解析技術の高度化」において，GEONETのデータ

を用いて電離層遅延補正モデルを生成する手法が開発され，一周波観測データしか得られない観測点

を対象としたGPS統合解析においても，このモデルを適用して補正することによってGEONETの定常

解（観測時間24時間または6時間）とほぼ同等の精度の解が得られることが示された（畑中，2012）．

このモデルによる補正が，公共測量において適用されるより短い観測時間においても有効であるなら

ば，一周波（2級）GNSS測量機を用いた測量における測量条件（基線長の上限）を緩和できる可能性

がある． 

 

2．研究内容 

一周波（2級）GNSS測量機を用いた測量等について，電離層遅延補正モデルの適用による観測条件

（基線長の上限）の緩和の可能性を検討する． 

今年度は，GEONET観測点を評価対象として，一周波のみのデータを用いて電離層補正モデルを適

用した基線解析を行い，補正効果を評価した．また，高精度連続比高観測点を対象に電離層補正モデ

ルの格子を細密化した場合の補正効果を評価することにより，電離層遅延モデルによる補正効果につ

いて考察を行なった． 

 

3．得られた成果 

近年で太陽活動が比較的活発であった 2011 年 10 月 1～31 日の一ヶ月間を対象期間とし，各 GEONET

点について，直近の GEONET 点との間で基線を組み，以下の 3 つの方法について基線解析を行い，基

線解の再現性を評価した． 

方法 1：一周波データのみを使用し，電離層遅延補正モデルを適用 

方法 2：一周波データのみを使用し，電離層遅延補正モデルを適用せず 

方法 3：二周波の線型結合を使用 
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補正に用いる電離層遅延補正モデルは，Q3 解に対応した 6 時間ごとのセッションについて生成した．

基線解析は，準則において観測距離 10km 以上の場合における観測時間とされている，2 時間ごとの

観測セッションについて行った．先行研究により南洋の離島においては電離層遅延補正モデルの精度

が低いと考えられるため，北緯 30°以南の基線は評価対象から外した． 

基線長を横軸に，3 種類の基線解の各成分の再現性（ばらつきの RMS）をプロットし，回帰直線と

共に図-1 に示す．また，回帰直線から計算される基線長 20km における再現性の数値を表-1 に示す． 

電離層遅延補正を適用しない一周波解析結果(方法 2)の再現性は，基線長 5km 程度以内では他の方

法と比べて遜色がないが，5km を超えると基線長が長くなるにしたがい急劇に悪くなる．一方，電離

層遅延補正を適用した一周波による基線解（方法 1）は，基線長の増加による RMS の増加の割合いが

小さく，数 10km の基線長においても二周波の線型結合による解析結果（方法 3）と同等か，むしろ

再現性の高い結果が得られることがわかる．以上の結果から，電離層補正モデルの適用によって，長

さ 10km 以上の基線においても一周波観測が有効である可能性が示唆される． 

以上は，対流圏遅延を推定しない場合についての結果であるが，参考までに，対流圏遅延を推定し

た場合についても基線解析を行い，基線再現性を評価した（表-2）．方法間の優劣は表-1 と同様であ

るが，表-1 の結果に比べて RMS の数値が顕著に大きい点が注目される．これは，2 時間のデータ長で

は，対流圏遅延推定の利点（誤差の吸収）よりも，欠点（推定モデルの自由度の増大によるパラメー

タ分離性能の低下）が上回るためと考えられる．準則では対流圏遅延の推定は行わない規定となって

いるが，それが妥当であることが，この結果からも確認される． 

上記の検討において，二周波の線型結合による解よりも，一旦電離層モデルを推定してから一周波

 
 
図-1 各基線の再現性のプロット．上から，南

北成分，東西成分，および，上下成分．横軸は基

線長．方法 1（青），方法 2（赤），方法 3（緑）．

各場合について回帰直線を求め重ね書きした． 

表-1 回帰直線から算出した基線長 20km における

RMS の比較（単位:mm） 

 

 南北 東西 上下 
④ 方法 1 5.3 8.0 18.1 
⑤ 方法 2 19.6 36.1 45.4 
⑥ 方法 3 6.1 11.8 19.9 

 

表-2 回帰直線から算出した基線長 20km における

RMS の比較（対流圏遅延を推定した場合，単位:mm） 

 

 南北 東西 上下 
① 方法 1 8.7 13.5 30.7 
② 方法 2 19.4 34.1 69.1 
③ 方法 3 9.8 17.9 35.2 
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データを補正して得られた解の方が再現性のよい結果が得られたことは興味深い．少なくとも単一基

線のデータのみを使用する場合についてはこれらがほぼ等価な手法であることを考えると，この結果

は一見奇妙である．Kondo(2008)は，二周波データを独立な観測量として用いた解析において，電離層

遅延誤差のエポックごとの変化がある程度滑らかで，かつ，座標パラメータが電離層遅延パラメータ

と相関を持つため，電離層パラメータに平滑化条件を課すことによって，基線解の短周期ノイズを低

減できることを示した．二周波の線型結合による解析においては，電離層遅延パラメータがあらかじ

め消去されるため，それに制約条件をかけることができない．それに対し，電離層モデルを通した補

正手法は，多くの観測点・エポックのデータの解析による電離層モデルの推定において，電離層遅延

パラメータに対して時空間的な平滑化ないし平均化が施されるため，Kondo(2008)と同様の効果がもた

らされるのであろう． 

GEONET を用いて電離層モデルの生成とそれによる一周波観測データの遅延補正については，

Rocken et al.(2000)による先例がある．この手法は東海地域に展開されている高精度連続比高観測網の

定常解析に適用されており，同じ観測点について二周波の線形結合を用いる GEONET の定常解析で得

られた結果に比べて，上下成分の精度が高い結果が得られることが知られている．上記は，この事実

の説明にもなる．このことを確認するため，電離層補正モデルの格子間隔を変更することによってそ

の柔軟性を変化させ，補正効果がどう変化するかを調査した．先行研究では，日本列島全域を対象と

した電離層補正モデルを生成するため，計算処理能力上の制約から，モデルの空間格子間隔を 1°とし

ている．しかし，地域を限定すれば，より細かな格子による生成も可能である．そこで，東海地方に

展開されている高精度連続比高観測網を対象として，0.5°および 0.2°間隔の格子モデルを生成し，3 種

類の電離層モデルをそれぞれ適用して基線解析を行い，その結果を評価した．2004 年から 2010 年ま

での７年間について，本手法による電離層モデルを適用した基線解の上下成分のばらつきをこれらの

解と比較した結果を図-2 に示す．1°格子のモデルでは F3 解とほぼ同程度であるのに対し，格子間隔

を小さくするにしたがってばらつきが小さくなり，Rocken et al.(2000)の手法による定常解のばらつき

に近づく．この結果は，1°間隔の格子モデルでは捉えきれない，より詳細な TEC 分布の不均質が基線

解析結果に影響しており，そのような不均質を適切に評価できる柔軟なモデルを用いることが，上下

成分の精度向上の鍵となることを示唆している．ただし，モデルを柔軟にした極限が二周波の線型結

合を用いた解析手法(F3 解)と同等であることを考えると，細密化の効果はどこかで極大を迎えるはず

 

 

図-2 高精度連続比高観測網の基線(98H023→98H001)の上下成分時系列（左，線型トレンドは除去済）お 

よびそのばらつきの RMS（右）．各図について，上から順に，F3 解，電離層モデル補正による L1 解 

(1°格子)，同(0.5°格子)，同(0.2°格子)，Rocken et al.(2000)の手法による定常解． 
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である．つまり，モデルの柔軟性には，観測網の密度やサンプリング間隔と電離層擾乱の不均質の程

度に見合う，適度な度合いがあるものと考えられる． 

 

4．結論 

2 時間の観測セッションの基線解析における電離層モデルによる補正効果を評価し，南洋の離島域

を除き，電離層モデルを適用した一周波データによる解析結果の方が，二周波データの線型結合によ

る解析結果よりも再現性が高いことが示された．この結果は，公共測量等の目的においても，基線長

が 10km を超える場合に電離層モデルを適用した一周波観測を用いることが有効である可能性を示唆

する．また，限定された地域においてより細かな格子で電離層モデルを推定し，高精度連続比高観測

網の基線解析に適用した結果，上下成分について Rocken et al. (2000)の方法に匹敵する基線再現性を

得るためには，1°の格子間隔では粗すぎ，0.2°以下にまで小さくする必要があることがわかった． 
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将来の測地基準系の保持手法に関する研究 （第 1 年次） 
 

 

実施期間         平成 24 年度～平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター 

宇宙測地研究室 中川 弘之  黒石 裕樹 

宗包 浩志  石本 正芳 

高島 和宏 

 

1．はじめに 

国土地理院は，測量法に基づき，様々な観測を利用して地球上における我が国の位置の基準を定めてい

る．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）が国際的な測地基準系（国際地球基準座標系：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，平成 14 年 4 月か

らは世界測地系が導入された．地球の表面は十数枚のテクトニック・プレートで覆われ，互いに相対的に

移動しているため，地表上のどの地点でも世界測地系における位置が経年的に時間変化している．また，

規模の大きな地震活動などに伴い，地域的な地殻の変形（地殻変動）が複雑に生じている．そのため，世

界測地系における日本の測地基準点位置の時間変化を監視し，測地基準系を保持することが必要となる． 

国土地理院では，VLBI 観測と全国の電子基準点（GEONET）における GNSS 観測を継続して行い，基

準点位置を監視している．経年的な地殻変動に伴う歪みについては，GEONET の観測に基づき，基準点の

測量成果に対する補正量をセミ・ダイナミック補正パラメータとして定期的に公表し，測量基準点の位置

情報の品質を保持している．また，規模の大きな地震に伴う地殻変動については，測量成果が現況と適合

しなくなった地域における基準点の成果を停止し，改測を行った上で成果の改定を行っている． 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，日本列島の観測史上最大の地殻変動を伴い，当

初の成果停止措置は東北地方から関東甲信越地方に及んだ．また，地震後の余効変動も長期に亘って継続

しており，その累積量も大きくなっている．成果改定のため，一部の三角点を選んで改測作業が行われた

が，広域であるため点数と所要日数は多大にならざるを得なかった．一方，被災地域の復旧・復興におけ

る公共事業実施のため，基準点の測量成果の速やかな改定が望まれた． 

日本列島は 4 つのプレートの収斂境界に位置しており，大規模な地震の発生が今後も危惧されている．

特に，南海トラフ沿いの地域では，非常に広域の地殻変動を伴うような地震が近い将来発生する懸念があ

る．そのため，広域的な地殻変動の発生に対応する基準点成果の改定について，改測対象点の選択や改定

成果算出方法など，効率的な手法の検討が重要となっている． 

 

2．研究内容 

本課題では，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動とその後の余効変動を含む期間における

GEONET の位置時系列を事例とし，広域で大規模な地殻変動の発生に対応する成果改定のための計算手

法および品質評価手法の構築することを目標とする． 

第 1 年次においては，特別研究課題「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」

において作成された，世界測地系における GEONET の座標時系列を基準とし，GEONET 各点における累

積的な地殻変動量の分析を行う． 
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3．得られた成果 

特別研究課題「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，GEONET の

F3 解に基づき，ITRF2005 系に準拠した世界測地系における GEONET 全点の位置時系列を決定する手法を

開発し，1996 年 4 月から 2012 年 3 月までの時系列を算出した．本研究では，その結果を基準となる座標

解として扱う． 

はじめに，日本列島における累積的な地殻変動（水平成分）の分布を調べた．2011 年東北地方太平洋沖

地震とその余効変動に伴い，日本列島の広域にわたり非常に大きな地殻変動が生じているため，その前と

後の時点における累積的な地殻変動量を比べるため，二つの期間（1997.0 年から 2011.0 年，1997.0 年から

2012.0 年）を設定した． 

図-1 に前者における累積変動量，面積歪み，最大剪断歪みの分布を示す．歪みが顕著である場所は，岩

手・宮城内陸地震，十勝沖地震，鳥取県西部地震と伊豆諸島である．水平変動ベクトルの大きさは平均で

22 cm，最大で 1.33 m，面積歪みと最大剪断歪みの平均値は，それぞれ，－0.77 ppm，＋3.28 ppm である． 

図-2 には後者について，同様の分布を示す．この期間の変動は，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地

殻変動とその余効変動が図 1 でみられる変動に重畳するものであり，2011 年における東日本を中心とした

歪みが非常に大きいことがこの図からも確認される．平均値は，水平変動ベクトルの大きさ，面積歪み，

最大剪断歪みの順に，60 cm，＋1.58 ppm，＋6.59 ppm であり，2011 年だけの変動がいかに大きなものであ

るかを物語っている．面積歪みの平均値は，東日本における伸長場の寄与の大きさを示していると考えら

れる． 

 

 
 

図-1 GEONET 観測に基づく，世界測地系における 1997.0 年から 2011.0 年の間に生じた位置の変動．（左）変動ベ

クトル，（中）面積歪み，（右）最大剪断歪み． 
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図-2 GEONET 観測に基づく，世界測地系における 1997.0 年から 2012.0 年の間に生じた位置の変動．（左）変動ベ

クトル，（中）面積歪み，（右）最大剪断歪み． 

 

4．結論 

GEONET 全点について作成された，世界測地系における位置の時系列情報に基づき，測地成果 2000 が

構築された元期以降における水平変動の累積について，そのベクトル量，および，最寄りの電子基準点か

らなる三角形における歪みの全国分布を調べた．2011 年東北地方太平洋沖地震の発生以前の 2011.0 年まで

の期間では，ベクトルの大きさは平均値が 20 cm を超え，地震等の地殻活動に伴う変動が顕著な領域を除

いても，全国的に面積歪みが負（約－0.8 ppm），つまり，収縮場にあることが分かった．2012.0 年までに

期間を広げると，2011 年東北地方太平洋沖地震とその余効変動に伴う変動が，東日本では特に大きく重畳

していることが改めて確認された．今後は，超巨大地震に伴い，広域で非常に大きさ地殻変動が発生した

場合を想定し，成果改定のための改測や解析について，効率的な手法の検討を進めたい． 
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VLBI 相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究（第 4 年次） 
 

 

      実施期間 平成 21 年度～平成 24 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 

共同研究者 市川 隆一  高橋冨士信 

大坪 俊通  小山 泰弘 

関戸  衛  岳藤 一宏 

ホビガー トーマス 

 

1. はじめに 

 近年，地理空間情報利用の普及拡大に伴い，利用する位置情報の信頼性担保が求められるようにな

ってきた．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，位置および時刻を併せた時空情報としてその正当性を証明することが求められる．そこで，

本研究は，国家標準にトレーサブルな時空情報であることを証明するための手法を確立することを目

的に，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）を中核とする共同研究により，時空情報正当性検証技術を開発する． 

 

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

(Delay)とその変化率(Rate)を用いて，双方の

望遠鏡の位置関係を決定できる．そこで，本

研究では，この手法を応用し，GNSS 等の電

波源を用いて，時空情報認証局とユーザーの

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．最終年度となる今年度は，昨年度に引き

続き，時空情報検証の実証実験を実施した．

昨年度は，電波源として GPS（L1,L2）の 2

周波のみを利用したが，今年度は，GPS（L5）

と GLONASSを含む全 4 周波が受信できるようにシステムの改良を行った．また，つくばから約 1500km

離れた沖縄でのデータ取得を行い，長距離基線における実証実験も行った． 

 

3. 得られた成果 

3.1 小金井－つくば基線におけるデータ取得実験 

 データ取得機器を，茨城県つくば市のGSI構内及び，東京都小金井市のNICT構内にそれぞれ設置し，

図-1 GNSS フロントエンド機器構成の拡張 
 昨年度は， GPS 衛星の L1 （ 1575.42MHz ）と L2
（12227.6MHz）の 2 種類の電波を受信する仕様となって
いた．この GNSS Frontend 受信機を拡張し，新たに L5
（1176.45MHz）と GLONASS（1602.0MHz）についても
受信可能とした． 
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2012年7月30日17:00-20:00JST及び，7月31日16:00-18:00JSTの2日間に渡って実験を行った．昨年度行っ

た鹿島－つくば基線における実証実験において，相関処理に必要な積分時間は短時間で良いことが明

らかになったことから，50秒間のデータ記録を1分ごとに繰り返す設定とした．準天頂衛星“みちびき

（QZS1）”の信号を用いた検証も試みるため，衛星が日本上空に来る時間帯に設定した．両局で取得

されたデータを国土地理院に置かれたデータサーバに集約し，横浜国立大学によって相関処理を実施

し，得られた結果を図-2に示す．図中で複数認められる針状のピークが個々の衛星からの信号に対応

する相関ピークであり，GPS，GLONASS及びQZS1の信号のいずれについても相関ピークの検出に成

功した．また，それらのピークの位置が理論的な予測値と整合していることを確認した．なお，この

処理では，横浜国立大学によりGPGPU(General-purpose computing on graphics processing units)技術を用

いて開発された相関処理ソフトウェアを使用した．さらに，検出された相関ピークの時刻差やその変

化率を用いて，本実験で得られた位置情報を算出して国家測量成果と比較したところ，約2mの誤差で

整合した． 

 

3.2 つくば－沖縄基線におけるデータ取得実験 

長距離基線での実証を目的として，小金井側のシステムを沖縄県恩納村の NICT 沖縄電磁波技術セ

ンター構内に移設し，2012 年 8 月 23 日に試験観測を行った．観測は，10 時 JST から 18 時 JST まで，

50 秒間のデータ記録を 1 分ごとに繰り返す設定で行った．横浜国立大学による相関処理を行い，ピー

クの振幅は約 4 分の 1 と弱いものの，図-3 に示す相関ピークの検出に成功した．本実験は約 1500km

の長距離基線であるため，各 GNSS 衛星電波の遅延時間や遅延時間レートの分布範囲が大きくなり，

GPGPU を用いても，小金井－つくば基線における相関処理のような一回のサーチウインドウ内での複

数衛星検出は難しい．そのため，それぞれの受信機位置から事前に計算した予測値，すなわち，正当

性の検証対象とする位置情報を用いて，サーチウインドウをしぼった相関処理を行った．従って，こ

のサーチウインドウ内でピークが検出されたことは，本実験において位置情報の正当性が確認された

ことを示している． 

 

図-2 小金井－つくば基線における実験データの
相互相関の振幅 

（横浜国立大学開発の GPGPU を用いたソフトウ
ェア相関処理による） 
 Delay（±15klag）及び Rate（±80Hz）におい
てサーチした． 

図 -3 つくば－沖縄基線における実験データの相互相
関処理の振幅 

（横浜国立大学開発の GPGPU を用いたソフトウェア
相関処理による） 
 事前に計算した予測値に基づいてサーチ幅をしぼ
り，相関処理を行った． 
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4. 結論 

 小金井－つくば基線，及び，つくば-沖縄基線での実証実験において，複数のGNSS衛星信号の相関

処理に成功し，そのピークの遅延時間と遅延時間レートにおける位置が基線をなす両局の位置情報か

ら理論的に予測されるものと整合したことから，本手法の妥当性を検証することが出来た．また，本

実験で得られた位置情報を国家測量成果と比較したところ，約2mの誤差で整合することが分かった．

今回の実験では電波源としてGNSS衛星を用いたが，地上波デジタル放送，衛星放送（BS,CS）など，

センター側とユーザー側で共通して受信できるマイクロ波であれば，位置情報の正当性の検証に利用

することができる． 

今回開発した位置情報正当性検証システムは，センター（基準局側）として，外部アンテナ，サー

バーラック半分程度の大きさに受信機・サンプラー・PC・外付けハードディスクを組み込んだ装置と，

認証の対象となるユーザー側として，外部アンテナと受信機（約30 cm×20 cm×10 cmの大きさ）から

構成される．位置認証技術の実用化のためには，ユーザー端末を携帯電話やスマートフォンに組み込

む等の小型化と，低廉な価格で大量生産を可能にすることが必要であろう．また，本技術開発の範疇

外であるが，位置情報検証サービスとして成立させるためには，成りすましや位置情報の漏洩などセ

キュリティ上の対策が必須となる．さらに，民間を含めて，検証サービスを担う機関においては，ト

レーサビリティーの確保のため，センター側の位置情報及び時刻情報が国家標準に準拠していること

を担保する点についても考慮する必要がある．本研究プロジェクトは今年度で終了であるが，これら

の周辺技術に関する課題解決も含めて，今後，実用化に向けたプロジェクトに発展することを期待し

ている． 

 

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た． 
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