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マルチGNSS時代の夜明け 
～未来予想図～ 



GNSS衛星の例 

北斗（15機） GPS（30機） 

Galileo（4機） 

GLONASS（24機） 

QZSS（1機） 

Global Navigation Satellite System(s) 



日時：平成25年7月17日 5:25～23:59(UTC)  ※18:00の衛星位置を●で表示 
場所：宇宙測地館屋上  
仰角：10°  

マルチGNSS時代の到来 

Total 28機 

スカイプロット 

GPS  8機 
QZSS  1機 
GLONASS 8機 
Galileo  4機 
北斗(BeiDou) 7機 



GEONET マルチGNSS時代の夜明け 
～未来予想図～ 

1. GEONETの高度化 

2.津波予測支援システムの開発 

3.総プロにおける技術開発 

4. まとめ 



1．GEONETの高度化 



GEONET（全国約1300点の常時観測網） 
 

• 地殻変動を監視 

• 高精度な測量の基準 

• 提供データ 

– RINEXデータ 

– 日々の座標値 

– リアルタイムデータ 等 



GEONETの高度化のこれまで 

• H20年度～ 

–受信機をGNSS化 

• H24～H25年度 

–マルチGNSSデータを提供 

–データ収集・配信システム
の整備 



データ収集・配信システムの整備 

マルチGNSS時代に対応できるシステムの開発 

• 増大するデータ量への対応 

• 安定した運用 

• 電子基準点データ提供サービスの更新 

 

GATEシステム（GAther and Transfer Engine） 

 



電子基準点データの提供HP 

国土地理院HP 
↓ 

基準点・測地観測データ 
↓ 

電子基準点観測データ 



提供サービスの更新 

電子基準点データ提供ホー
ムページを一新します！ 

• より見やすく 

• より使いやすく 

• より迅速に 

なりました！ 

 



提供サービス画面（稼動状態確認→DLまで ここでOK!） 

•地理院地図の機能そのまま 
•稼動状態が一目瞭然 
•選点が容易 
•詳細情報も見やすく 



データダウンロード画面（迅速にデータを提供） 

任意の時間帯でのDLが可能に！ 
 

GNSS観測を終了した1時間以内には
データを取得できます 

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

データ提供 

観測時間 



新提供サービスのメリット 

• 国土地理院では衛星測位を活用した測量業
務の効率化を推進（SSP）しています。 

• 電子基準点データの入手が容易かつ迅速に
なることは測量業務の効率化に直結します。 

6月9日（月）公開予定 
ぜひご利用ください!! 

http://terras.gsi.go.jp/ 



2．津波予測支援システムの開発 



津波予測支援システム 

このシステムを 
 

REGARD 
（REal-time GEONET Analysis system 

for Rapid Deformation monitoring） 

 

と呼びます。 

リ ガ ー ド 



津波予測支援とは？ 

• 気象庁の津波警報・注
意報は地震の位置と
規模から津波の大きさ
を推定している。 

• 地震の規模が より正
確に分かれば、推定さ
れる津波の大きさも 
より正確になる。 

気象庁HPより 

国土地理院の津波予測支援＝地震規模の即時推定 

 

マグニチュード 



REGARD開発のきっかけ 

• 東北地方太平洋沖地震時の津波警報 

–地震発生4分後に第一報が発表されたが実際の津
波は それより数ｍ高かった 

–より正確な更新報が発表される頃には津波が襲来 
 

• 第一報の正確性が重要 

–地震計でM8以上の地震規模の即時推定は困難 

– GEONETで観測される地殻変動量を用いればM8
以上の地震規模の推定も可能 

 

(Blewitt et al., 2009) 

(Ｇｅｌｌｅｒ, 1976) 



REGARD開発の背景 

• 発想の転換 

–時間をかけて正確に→精度を犠牲にしても迅速に 

• 解析技術等の発展 

– リアルタイムデータを用いた震源断層即時推定手
法（西村ほか、2010） 

– リアルタイム解析システム（Takasu, 2011） 

–地殻変動即時検知アルゴリズム（Ohta et al., 2012） 

• GEONETの高度化 

–膨大なデータを収集・配信する能力が実現 



REGARD開発の目的 

 

• 即時に地殻変動を検知し、地震規模を推定で
きるシステムを開発する。 

• 津波警報等に活用されることを目指す。 



REGARDの開発（東北大学と共同研究） 

GEONET 

②基線解析（常時） 
 地殻変動検知 

①リアルタイムデータ収集（常時） 

(RTKLIB 2.4.1) 

③に進むための2つのトリガー 
A.局位置時系列の監視結果 
B.緊急地震速報 

現在試験運用中 

③変動量計算（変動検知時） 

④断層ﾓﾃﾞﾙ・Mw計算 

⑤メール通知 

・自動矩形断層モデル計算 



3．総プロにおける技術開発 
 

～国土交通省総合技術開発プロジェクト～ 
高度な国土管理のための複数の衛星測位システム 
（マルチGNSS）による高精度測位技術の開発 



マルチGNSSのメリットの実現に向けて 

• 測量におけるマルチGNSSのメリット 

–測位が困難な地域でも測位が可能に 

–より短時間での高精度測位が可能に 

• H25年度に実施した主な業務 

–衛星系の組み合わせに関する技術開発 

 （技術開発成果を反映したGSILIBを開発） 

–地殻変動解析に関する技術開発 



衛星系の組み合わせに関する技術開発 

 目的：統合解析の実現 
 

• 衛星系の組み合わせ 
– GPSとQZSS、GPSとGLONASS、GPSとGalileo 

• 統合解析（衛星系を組み合わせて位相差をとる解析） 
–実現（FIX解を得る）には受信機の回路で発生するバイ
アス（Inter System Bias）の補正が必要 

• バイアスの補正 
–補正は可能か？ 

GPS QZSS GLONASS Galileo 



統合解析実現の可能性 

5cm 
Ａ社 B社 C社 D社1 D社2 

• バイアスの補正 
– GLONASSを除く組み合わせでは事前に推定した値を用いる
ことで補正可能 

– GLONASSとGPSの組み合わせでは、アンテナ機種の違い、
温度変化、受信機再起動等によりバイアスが変動する（事前
に推定した値では補正が困難） 

• GLONASSは混合解析で 

–混合解析：衛星系ごとに位相差をとる解析 

• GLONASSを組み合わせた統合解析は困難 



地殻変動解析に関する技術開発 

目的：地震・火山等における迅速な地殻変動把握 
 

• 基線解析と精密単独測位（PPP, -AR）の比較 

–電子基準点1,300点分を解析 

–精度は上がるのか？ 

–解析時間は？ 



0

20

40

60

80

電子基準点1300点あたりの

解析処理時間（分）

■基線解析（GPS） 
■基線解析(GPS+GLO) 

■PPP（GPS） 
■PPP-AR（GPS） 
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電子基準点1300点あたりの

解析処理時間（分）
2分半! 

基線解析とPPPの比較 

精度 基線解析（GPS）より混合解析、PPPの方がばらつき大幅減！ 

■基線解析（GPS） 
■基線解析(GPS+GLO) 

■PPP（GPS） 
■PPP-AR（GPS） 

1時間スタティック解析 
による標準偏差中央値 

超速報暦を使用 

mm 

今後に期待！ 

解析時間 基線解析よりPPPの方が解析時間が大幅減！ 



総プロの成果の利用 

• 測量作業の効率化（準則へ反映） 

–山林、ビル街等での測位が可能 

–観測時間が短縮 

• 解析技術の応用 

–GSILIBの開発・公開 

–短時間での地殻変動把握 

–情報化施工 

 



4．まとめ 



マルチGNSS時代に向けて 

 GEONETの高度化 
– 便利、豊かな社会を 

 REGARDの開発 
– 安心、安全な社会を 

 総プロによる技術開発 
– マルチGNSS技術利用の基盤を 
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multi REGARD 

REGARD 

REGARD 

GSI 

multi-GNSS 

multi-GNSS 

REGARD 



ご清聴ありがとうございました 

電子基準点「真室川」 


