
         

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 3 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  

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 座標時系列に含まれる誤差の理解が格段に進み，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．そこで電子基準点の観測データの誤

差特性情報の提供を行うための「電子基準点誤差分析システム」を開発する．   

 

2. 研究内容  

地殻変動と誤認する可能性がある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．次に，電子基準点座標時系列誤差の判別に有効な入力情報を検討する．

最後に，先行研究により開発された電離層遅延高次誤差，大気・海洋荷重変形など，さまざまな GPS

座標時系列誤差評価手法を加え，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．  

今年度は，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「電子基準点誤差分析システ

ム」の構築を行った．  

 

3. 得られた成果  

昨年度までに，電子基準点に設置されている傾斜計記録，電子基準点のキネマティック GPS 座標時

系列，GPS 受信機 SNR の日平均値時系列の有効性について検討し，いずれも電子基準点の品質の判断

や，誤差源の特定に関して有効な情報であることを明らかにした．今年度は，先行研究で開発した電

離層遅延高次誤差，大気・海洋荷重変形など，さまざまな GPS 座標時系列誤差評価手法を加え，電子

基準点誤差についてのデータベースを構築した．さらに，データベース上の時系列の相互比較，スペ

クトル計算，主成分・独立成分分析などの分析を可能とし，GEONET 定常解析で計算される電子基準

点の座標時系列の誤差の有無を評価する電子基準点誤差分析システムを構築した．  

電子基準点誤差分析システムの設計図を図 -1 に示す．電子基準点誤差分析システムは，誤差情報の

データベースと，それらを用いた分析機能および結果の図化機能を有する．データベースは GEONET

のルーチン解とは別のアルゴリズムで推定された座標時系列，既知の誤差源（おもに荷重）により予

測される変動である誤差時系列，また，誤差かどうかの判断を補助するための独立なデータとしての

誤差判別補助時系列からなる．ユーザーは，GEONET のルーチン解析の座標解に異常が見つかった場

合，データベースから情報を取得し，GEONET のルーチン解の座標時系列と見比べることで，誤差か

どうかの判断を行う．また，電子基準点誤差分析システムは分析機能も有し，データベースにある時

系列を用いた単純補正，相関計算のほか，GEONET ルーチン解の時系列に対してスペクトル計算，主
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成分/独立成分分析なども行え，誤差源の同定や，誤差の特徴の調査を行うことができる．  

 

 

図-1 電子基準点誤差分析システムの設計図 

 

完成された電子基準点誤差分析システムは，国土地理院の地殻変動監視業務において，電子基準点

座標解の誤差の有無の評価に用いられ，監視業務の効率化のため活用される．  

図-2 左は，2013 年以降いくつかの電子基準点において上下成分に周期的な変動が観測された事例で

ある．構築中のシステムに含まれる誤差判別補助時系列の GPS 受信機 SNR 時系列を用いた分析によ

り，周期的な変動の開始と同じタイミングで GPS受信機 SNRの急落が見られることを明らかにした．

また，図-2 右は，一部の時間帯で GPS 座標時系列が乱れる観測点の事例で，乱れの見られる時間帯に

GPS 受信機 SNR が急落していることがわかる．これらの事例は，座標値の乱れと SNR の急落の間の

関係を示唆することから，座標変化がノイズと考えられことを示している．これらの情報は，電子基

準点成果の停止の判断や，発生原因の調査において活用されている．   

 

         

図-2 電子基準点誤差分析システムの活用事例.（左）GPS 受信機 SNR の急落に伴い周期的な上下

変動が発生した例（右）GPS 受信機 SNR が急落した期間の一部の時間帯で推定された GPS

座標時系列が乱れる例 
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4. まとめ  

本研究では，地殻変動の監視において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を行うための材料として，電子基準点の観測データの誤差特性に関する総合

的な情報の提供が行う「電子基準点誤差分析システム」を開発することを目標とした．そのため，初

年度，次年度において，地殻変動と誤認する可能性がある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，電子基準点座標時系列誤差の判別に有

効な入力情報の検討を行い，電子基準点のキネマティック GPS 座標時系列，GPS 受信機 SNR の日平

均値時系列の有効性について検討し，いずれも電子基準点の品質の判断や，誤差源の特定に関して有

効な情報であることを明らかにした（宗包，2013, 2014）．それらの検討結果を統合し，今年度は地殻

変動監視において，GEONET のルーチン解析の座標解に異常が見つかった場合，ユーザーが GUI 上で

簡便に誤差かどうかの判断を行うことができる「電子基準点誤差分析システム」の開発を行った．  

 

参考文献 

宗包浩志（2013）：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），平成 24 年度調査研究年報．  

宗包浩志（2014）：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２年

次），平成 25 年度調査研究年報．  
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衛星干渉 SAR による高度な地盤変動監視のための電離層補正技術に 

関する研究（第 2 年次） 
 

 

実施期間 平成 25 年度～平成 27 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 

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」のデータを用いる SAR 干渉解析を，地盤沈下

地帯や地すべり地域，火山等を対象に，定常的に実施してきた．平成 26 年度に打ち上げられた「だ

いち」後継機 ALOS-2 においては，解析対象地域を全国に拡大し引き続き実施している．  

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

れて検出できないことがある．中でも，電離層擾乱（粗密の変動）に伴う電波の遅延誤差が問題とな

っている． ALOS-2 の運用期間は太陽活動の活発な時期と重なるため，安定的な地盤変動の把握にむ

けて，衛星干渉 SAR の電離層補正手法を開発することが求められている．  

本研究は，衛星干渉 SAR において，二周波電波を用いた電子基準点データに基づく電離層補正を実

現することで地盤変動の正確で稠密な情報の安定的な取得を可能とし，ALOS-2 の特徴を生かして干

渉 SAR を用いた国土の地盤変動監視の信頼性向上を図ることを目的とする．そのため，電子基準点の

観測データから SAR 干渉解析に適用可能な電離層補正手法を構築するとともに，国土地理院におけ

る干渉 SAR による国土の地盤変動監視へ適合した補正システムを構築することを目標とする．  

 

2. 研究内容 

特別研究課題である本研究では，まず，日本とその周辺の電離層擾乱の特性を調査し，電離層擾乱

が干渉 SAR へ与える影響を評価する．次に，電子基準点データに基づく SAR 電離層補正技術を開発

する．そして，国土地理院における ALOS-2 を用いた干渉 SAR による国土の地盤変動監視に適合した

SAR 電離層補正システムのプロトタイプを構築する．  

本年度は，まず SAR 衛星視線方向の電離層による遅延量の推定に必要な電離層電子密度（TEC）分

布を推定する手法として，電離層を一様な高度に存在する無限に薄い層で代表させる薄層近似モデル

の有効性を検討した．その結果，薄層近似では十分な補正が困難であることがわかったため，電離層

に厚みがあり，層内の電子密度分布が高さに依存するような鉛直構造を持つモデルについて検討を行

った．  

 

3. 得られた成果 

まず，薄層近似モデルによる TEC 分布が SAR 干渉画像に見られる電離層擾乱の影響の補正に有効

か検討を行った．薄層近似モデルによる TEC 分布は，  GPS 衛星についてそれぞれ得られるが，それ

を全て単純に平均化したものを用いて，誤差シミュレーション画像を推定しても，SAR 干渉画像とは

整合しないことがわかっている（宗包，2013）．そこで，電離層擾乱が生じている日時に SAR 観測を

行い，かつ，SAR 衛星と GPS 衛星の視線方向が非常に近いケースについて，SAR 衛星の視線方向に
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最も近い GPS 衛星のみのデータを用いて推定した誤差シミュレーション画像と，SAR 干渉画像の比

較を行った．その際，薄層高度により，SAR 衛星からの電波と GPS 衛星からの電波が薄層を通過する

点の位置が異なることから，まず，薄層高度による SAR 干渉画像と誤差シミュレーション画像の相関

係数の変化を調査した．その結果，ある薄層高度で最も相関が高くなることがわかった（図-1）．この

薄層高度での誤差シミュレーション画像と SAR 干渉画像を図-2 に示す．軌道誤差など電離層以外の

原因も考えられる傾斜成分を補正した画像同士では，図-2 の丸で囲ったパターンがよく一致すること

がわかった．このことから，伝搬経路が近ければ，薄層近似モデルを用いた TEC 分布が補正に有効で

ある可能性があることがわかった．  

 

       
 

  

 

しかしながら，GPS 衛星に加え GLONASS 衛星を使用しても，SAR 衛星の視線方向に十分近い GNSS

衛星が常にあるとは限らない．SAR 衛星と GNSS 衛星の視線方向が離れている場合には，複数の GNSS

衛星のデータから何らかの電離層電子密度分布モデルを構築し，それを内挿あるいは外挿して，SAR

衛星の視線方向における遅延量を求める必要がある．そこで，まず，電離層電子密度分布モデルとし

て薄層近似モデルが妥当か確認するため，全ての可視衛星の TEC 分布がよく一致する薄層高度が存在

するか調査を行った．その結果，全ての衛星が一致する高度はないことがわかった（図-3）．また，視

線方向の近いものは整合的な分布となるものの，視線方向の異なるものは整合しないことがわかった

（図-4）．この違いは，薄層高度の違いだけでは説明することができないため，電離層電子密度分布の

モデル化には，電離層擾乱の鉛直構造を考慮しなければならないことがわかった．そのため，電離層

擾乱の鉛直構造を考慮した電子密度分布モデルの検討を行った．  

電離層擾乱の鉛直構造を考慮したモデルとして，まず，鉛直 2 層モデルを検討した．モデルグリッ

ドは，水平グリッド間隔を 0.1 度とし，鉛直を 200km～300km，300km～400km の 2 層とした．各グリ

ッドの電子密度は一定値として，これを求めるパラメータとし，観測点－衛星間の STEC を観測デー

タとしてインバージョンにより求めた．その際，制約条件として，隣接するグリッドでの電子密度の

値の差が 0 とする平滑化条件を加えた．その結果，モデル残差が非常に小さく，よく観測値を説明で

きる（図-5a）．しかし，ある衛星データを用いずにモデルを推定した場合，その衛星方向の TEC 分布

図-1 薄層高度を変化させた時の誤差シミュレー

ション画像と SAR 干渉画像の相関係数 

実線は補正なしの画像同士，破線は傾斜補

正した画像同士の相関係数 

図-2 SAR 干渉画像及び誤差シミュレーション画像 

(a)及び(b)は，それぞれ補正なし及び傾斜補正し

た SAR 干渉画像，(c)及び(d)は補正なし及び傾

斜補正後の誤差シミュレーション画像  

(a) (b) (c) (d) 

薄層高度 [km] 

相
関
係
数 
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は全く再現できない（図-5b,c）．このことは，観測データ数に対しモデルの自由度が高すぎ，モデルを

推定することが困難であることを示していると考えられる．  

 

   

図-3 最近傍衛星データによる TEC 分布と他の衛星データによる TEC 分布の相関係数（左）及び衛星配置

（右） 

 

 
図-4 最近傍衛星（G10）と他の衛星（G02，G04）データによる TEC 分布  

 

    

図-5 鉛直 2 層モデルによる残差及びモデルから推定された TEC 分布．(a)観測データ（実線）と残差（点

線），(b)全ての衛星データを用いて推定したモデルから計算した G10 方向の TEC 分布，(c)G10 を使用

せず推定したモデルから計算した G10 方向の TEC 分布 

 

そこで，視線方向の異なる TEC 分布のパターンを説明しつつ，より単純で自由度の低いモデルの一

つとして，鉛直 1 層の水平一次傾斜モデルを検討した．モデルグリッドは，水平については計算上の

都合により 2 層モデルとは異なり 5km 間隔とした．鉛直は 200km～450km の 1 層とし，電離層擾乱の

進行方向に対し傾きを与えた．この傾きは，最も適した値を探索する必要があるが，ここでは鉛直 1

層モデルの可能性を調べるため，大まかにいくつかの値（80°，70°，60°，50°，40°）に固定した．ま

た，電離層擾乱の進行方向は，薄層近似モデルによる TEC 分布の波面の動きからあらかじめ求め，方

位角 225°に固定した．このモデルについて，2 層モデルと同じく，各グリッドの電子密度は一定値と

して，これをパラメータとし，STEC を観測データとしてインバージョンにより求めた．その際，電離

G02 G10 G04 

相
関
係
数 

薄層高度 [km] 

(a) 

(b) (c) 
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層擾乱の進行方向に直交する方向は，擾乱の波面であると想定し，ほとんど差がないとして強く拘束

し，進行方向には拘束条件は与えなかった．その結果，鉛直 2 層モデルと比べると，モデル残差は大

きくなるが，ある衛星データを用いずモデルを推定した場合，パターンの一致する部分が見られた（図

-6）．このことは，傾斜モデルにより GNSS 衛星のない方向の TEC 分布を推定できる可能性があるこ

とを示すものと考えられる．今後は，この傾斜モデルを用いた補正手法の補正効果を明らかにした上

で，電離層補正システムを構築する予定である．  

 

    

図-6 1 層一次傾斜モデル（傾斜 50°とした場合）による残差及びモデルから推定された TEC 分布．(a)観測デ

ータ（実線）と残差（点線），(b)全ての衛星データを用いて推定したモデルから計算した G10 方向の

TEC 分布，(c)G10 を使用せず推定したモデルから計算した G10 方向の TEC 分布  

 

4. まとめ 

 電子基準点データに基づく SAR 電離層補正技術を開発するため，SAR 衛星視線方向の電離層によ

る遅延量の推定に必要な電離層電子密度（TEC）分布を推定する手法として，電離層が無限に薄い層

であるとする薄層近似モデルの有効性を検討した．その結果，薄層近似モデルは，SAR 衛星の視線方

向に十分近い GPS 衛星がある場合には，その衛星のデータによる TEC 分布が電離層補正に有効な可

能性があることがわかった．なお，どの程度伝搬経路が近ければ，薄層近似モデルを用いた補正が有

効か明らかにするため，誤差シミュレーション画像と SAR 干渉画像の相関と，SAR 衛星と GPS 衛星

の視線方向の違いとの関係の調査を行っている．  

一方，SAR 衛星の視線方向に十分近い GPS 衛星がない場合には，薄層近似モデルによる TEC 分布

では補正は困難であり，電離層擾乱の鉛直構造を考慮したモデルが必要であることがわかった．そこ

で，電離層擾乱の鉛直構造を考慮したモデルとして，鉛直 2 層モデル及び 1 層傾斜モデルを検討した．

その結果，1 層傾斜モデルの場合，GNSS 衛星のない方向の TEC 分布を推定できる可能性があること

がわかった．  

今後は，SAR 衛星の視線方向に近い GNSS 衛星のデータのみを用いた補正手法を組み込むととも

に，1 層傾斜モデルによる補正手法の補正効果を明らかにした上で，この手法を組み込んだ電離層補

正システムを構築する予定である．  

 

参考文献  

宗包浩志（2013），日本地球惑星科学連合 2013 年大会講演発表資料「GEONET データを用いた「だい

ち」SAR 干渉画像の電離層補正手法の開発（序報）」， http://www.gsi.go.jp/common/000082104.pdf 

(accessed 13 Mar. 2015) 
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GNSS による地殻変動推定における時間分解能向上のための  

技術開発（第 1 年次） 

 

          

実施期間 平成 26 年度～平成 28 年度 

地理地殻活動研究センター

宇宙測地研究室 

   

川元 智司   

 

1. はじめに  

国土地理院では，日本列島における地震・火山活動による地殻変動の監視やその発生機構の理解の

ために，電子基準点による GNSS 観測を行っている．これにより得られたデータから GNSS スタティ

ック解析により日々の座標値が算出され，地殻変動を把握するために広く利用されてきた．しかし近

年，より高時間分解能で地殻変動を把握するために，観測間隔毎に観測点座標値を推定する GNSS キ

ネマティック解析が注目されている．  

高時間分解能での地殻変動時系列が得られれば，地震発生・火山噴火前後の永久変位だけでなく，

断層の破壊過程において発生した地震波による振動，断層の破壊が余効すべりに至るまでの地殻変動，

また，火山噴火に至る直前までの地殻変動を捉えられる可能性がある．さらに，GNSS キネマティッ

ク解析をリアルタイムで行うことで，地震時断層すべりを即時的に推定し，巨大地震の地震規模を精

度良く求めること等も可能である（Blewitt，2009；Ohta et al.，2012）．しかし，GNSS キネマティック

解析では GNSS スタティック解析に比べると観測時間が短くなり，可視衛星数も減少するため，推定

される座標時系列のばらつきが増加する．そのため，GNSS キネマティック解析を用いて地殻の状態

を推定するには，座標時系列のばらつきを抑え，精度良く地殻変動を抽出することが重要となる．  

 

2. 研究内容  

本研究ではまず，キネマティック解析によって推定される座標時系列の誤差低減手法の開発を行う．

次に，座標時系列に含まれるシグナルとノイズをそれらの時空間特性を考慮することによって分離し，

地殻変動を細かい時間分解能で抽出する技術の開発を行う．最後に，地震や火山活動による地殻変動

を準リアルタイムでモデル化し，地殻の状態を推定するシステムのプロトタイプを開発する．  

GNSS 観測データに含まれる誤差として主なものには，対流圏遅延誤差，電離層遅延誤差，観測点

周辺の地物からの信号反射の影響によるマルチパス誤差がある．このうち，マルチパス誤差は観測点

周辺環境が変化する場合等を除き，同じ仰角・方位角の衛星からの信号についてはほぼ一定であると

考えられる．このようなマルチパス誤差をモデル化し，キネマティック解析における補正量として利

用することで，測位安定性の向上が可能である（例えば，宗包，2010;石本・宗包，2014）．  

そこで，平成 26 年度はキネマティック解析から得られる座標時系列の誤差低減のため，観測点毎の

マルチパス誤差を見積もり，それを観測データから除去することによって解の安定性がどのように変

化するか評価を行った．観測点毎のマルチパス誤差は，次のように見積もった．まず，精密単独測位

（PPP）によるスタティック解析でそれぞれの観測点の日々の座標値を計算した．次に，その座標値

を固定して衛星毎の L1・L2 位相値の残差を 30 秒間隔で算出した．最後に，それらを衛星視線方向１

度毎にグリッド化して平均することで補正値（以下，「位相残差マップ」という）として使用可能とし

た．また，位相残差マップを基に方位角毎の仰角マスク（以下，「方位角依存仰角マスク」という）を

作成し，その適用結果についても評価を行った．さらに，過去 5 年間分の全電子基準点での位相残差
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データを整備し，電子基準点データに補正を行うツール及びアンテナ位相特性として出力するツール

を開発した．  

 

3. 得られた成果  

3.1 位相残差マップ及び方位角依存仰角マスクの作成  

 マルチパスの影響が大きな電子基準点として，都市部に設置された「世田谷（0228）」と，山間部に

設置された「山形（0934）」において，平成 26 年 6 月 1 日〜8 月 1 日の観測データを用いて位相残差

マップと方位角依存仰角マスクを作成した（図-1）．ここで，方位角依存仰角マスクは位相残差マップ

を基に残差が大きな仰角を手動で抽出して作成した．  

 作成した位相残差マップを見ると，電子基準点「世田谷（0228）」では，方位角 250〜315 度におい

て仰角 50 度付近に大きなマルチパス誤差が見られた．これは，観測点西側に存在するビルの影響と考

えられる．一方，電子基準点「山形（0934）」では，仰角 20 度以下の部分に大きなマルチパス誤差が

見られたが，その空間波長は 1〜2 度程度と短いものが目立った．このように二つの観測点で位相残差

マップの特徴に違いが生じた原因として，「山形（0934）」では周辺の樹木が主要なマルチパス源とな

り，信号の反射面がビルに比べて安定していないことが可能性として挙げられる．  

3.2 キネマティック解析への適用効果  

 3.1 において作成した位相残差マップと方位角依存仰角マスクを適用し，各電子基準点について

RTKLIB 2.4.2（Takasu，2014）を用いて相対測位を行った．解析にはリアルタイムでの運用を想定し

て IGS 超速報暦を使用し，参照点は電子基準点「小松（0255）」とした．  

 「世田谷（0228）」については，通常の解析条件では解の収束に 2 時間程度かかったが，位相残差マ

ップ適用後は 1 時間程度まで短縮し，時系列のばらつきが大きく減少した（図-2（左））．しかし，方

位角依存仰角マスクを適用したところ，適用前よりも時系列のばらつきが増加した（図-2（右））．こ

のように，「世田谷（0228）」においては位相残差マップの適用が非常に効果的であった．  

 「山形（0934）」については，通常の解析条件では解の収束に 1 時間 30 分程度かかり，また，時系

列にはスパイク状のノイズが見られた．これに位相残差マップを適用すると，解の収束時間が 3 時間

程度まで増加し，19 時頃からは時系列のばらつきも増加した（図-3（左））．しかし，方位角依存仰角

マスクを適用すると，解の収束時間は 3 時間程度まで増加したものの，スパイク状のノイズが見られ

なくなり時系列のばらつきも減少した（図 -3（右））．  

 これら二つの電子基準点における実験結果から，位相残差マップ，方位角依存仰角マスクのどちら

を適用するべきかは，観測点の周辺環境に強く依存することが分かった．「世田谷（0228）」では，ビ

ルの影響によるマルチパス誤差が非常に安定していたと考えられる．このような観測点では，マルチ

パス誤差を精度良くモデル化することが可能であるため，位相残差マップの適用により測位安定性の

向上が見込まれる．一方，そのような観測点付近にはビル等の障害物が存在するため可視衛星の幾何

学配置は元々悪く，方位角依存仰角マスクの適用は観測条件をさらに劣化させてしまうこととなる．

逆に，「山形（0934）」のように樹木が主な障害となっている観測点においてはマルチパスの反射面が

安定しないことが考えられるため，方位角依存仰角マスクを適用した方が測位安定性の向上が見込め

ると思われる．  

3.3 リアルタイム解析への適用に関する考察  

 今回検討を行った位相残差マップによる補正は，後処理であれば観測データに直接補正することが

可能である．しかし，リアルタイムデータに適用するためには，衛星の視線方向を計算しつつバイナ

リストリームにフィルター処理を施すやや複雑な処理が必要となり，リアルタイムデータの遅延にも
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つながりかねない．そこで，容易に位相残差マップによる補正を行う方法として，観測データを直接

補正するのではなく，アンテナ位相特性モデルに位相残差マップの値を足して適用する手法が提案さ

れている（宗包，2010）．この手法は解析ソフトウェアの改修を必要としない．一方，方位角依存仰角

マスクのリアルタイム解析への適用は，これを適用可能とするような解析ソフトウェア本体の改修が

必要である．  

 

図-1 平成 26 年 6 月〜8 月にかけて得られた位相残差から作成した位相残差マップ（L1）と今回用いた方

位角依存仰角マスク．（左）電子基準点「世田谷（0228）」，（右）電子基準点「山形（0934）」． 

 

 

図-2 平成 26 年 7 月 1 の電子基準点「世田谷（0228）」のキネマティック解析結果．（左）位相残差マップ

適用前後，（右）方位角依存仰角マスク適用前後．太線で示したのは補正未適用時のもの． 
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図-3 平成 26 年 7 月 1 の電子基準点「山形（0934）」のキネマティック解析結果．（左）位相残差マップ適

用前後，（右）方位角依存仰角マスク適用前後．太線で示したのは補正未適用時のもの． 

 

4. 結論  

キネマティック解析から得られる座標時系列の誤差低減のため，位相残差マップ及び方位角依存仰

角マスクを作成し，マルチパス誤差が大きいと思われる電子基準点「世田谷（0228）」及び「山形（0934）」

のキネマティック解析に適用した．これにより，ビル街にある「世田谷（0228）」では位相残差マップ

適用により，山間部にある「山形（0934）」では方位角依存仰角マスク適用により測位安定性が向上し

た．また，これらはスタティック解析においても同様に利用が可能であると考えられる．しかし，ど

ちらの補正が有効であるかは観測点の周辺環境により異なるため，適用には注意が必要である．また，

位相残差マップが 2 週間程度で有意に変化してしまう電子基準点が存在する事例も報告されている

（石本・宗包，2014）．そこで今後は，これらの誤差低減手法の短期的・長期的安定性やマルチ GNSS

による測位への適用可能性についても検討を行い，地震や火山活動による地殻変動を準リアルタイム

でモデル化するシステムのプロトタイプに組み込む予定である．  
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将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第 3 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  

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を構築することを目標とする．  

将来的に広域で大規模な地殻変動の発生に対応する成果改定を行う際，まずそのような地殻変動が

基準系にどのような影響を与えるか評価する必要があるが，そのためには，地殻変動の影響が小さい

世界測地系を基準にして，地殻変動の絶対量を評価する必要がある．世界測地系における座標値の推

定は参照基準点を用いた網平均によって行われるが，網が局所的で，参照基準点も地殻変動の影響を
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受けるような場合には，正確に世界測地系を実現することが難しい．そこで，第 3 年次においては，

そのような地殻変動が発生した場合でも容易に世界測地系における絶対的な座標値が取得可能である

精密単独測位法(Precise Point Positioning; PPP 法)を用い，電子基準点について世界測地系における座標

解を推定し，GEONET ルーチン解との比較を行った． 

 

3. 得られた成果  

GEONET ルーチン解は，ベルン大学で開発されている精密基線解析ソフトウェア BERNESE ver 5.0 

(Dach et al., 2007)を用いた階層型のネットワーク解析により与えられている（中川・他 , 2009）．ネッ

トワーク中の一点を固定点とし，その座標値を，IGS05 系による日本周辺の IGS 観測点からの取り付

け解析で与えることで，解全体を IGS05 系と整合させている（小谷・他 , 2009）．大気遅延量は，Niell 

Mapping Function(Niell, 1996)を用い，3 時間毎の区分線形関数として推定しており，電離層遅延高次効

果も同時に補正している（e.g. Munekane et al., 2005）．アンテナ位相特性モデルは，アンテナ架台形状

に応じた絶対位相特性モデルを構築したものを用いている（豊福・他, 2009）．衛星仰角のカットオフ

は 15 度に設定している． 

精密単独測位法については，米国ジェット推進研究所で開発されている GNSS 解析ソフトウェア

GIPSY-OASIS ver 6.3 を用いた．軌道・暦は同じくジェット推進研究所から提供されている IGS08 系と

整合しているプロダクトを用いているため，得られた座標解も IGS08 系と整合している．大気遅延推

定は，マッピング関数として VMF1(Boehm et al., 2008)と GPT2(Lagler et al., 2013)で与え，係数をラン

ダムウォークとして推定している．電離層遅延高次効果も同時に補正している．アンテナ位相特性モ

デルは，GEONET ルーチン解析と同じものを用いている．衛星仰角のカットオフは 7 度に設定してい

る．なお，比較は 2002 年から 2014 年の 12 年について行った．なお，解析にあたっては整数不確定性

(Ambiguity Resolution)の推定を行っている(Bertiger et al., 2010)． 

両者の解析の結果得られた座標解を比較するにあたっては，座標系の違いを考慮する必要がある．

IGS05 系と IGS08 系との間には系統的なオフセットが存在することが知られている（ IERS, 2014）．し

たがって，事前に IERS (2014)で与えられる系間の差異を補正した上で，両者の比較を行った．  

図-１に，両者の差(GEONET ルーチン解-精密単独測位解)の平均値の各成分を示す．右図が地心座

標系（IGS08 系）における各成分，左図がそれを局所座標系に変換したものの各成分を示す．左図か

らは，主に Y 成分に差があること，2010 年中盤以降差が拡大していること，2003 年にオフセットが

見られること，などが読み取れる．右図からは，期間中南北成分はほぼ一定のオフセット(1cm 程度)

であるのに対し 2010 年中盤から東西方向および鉛直方向に大きなずれが生じていること，2003 年の

オフセットは主に鉛直成分に顕著であることなどが読み取れる．最後に図-2 に，全観測点における両

者の差の平均距離を示す．2003 年以降差は 1cm をやや越える程度でほぼ一致していたが，2010 年中

盤以降差が時間とともに拡大している様子が見て取れる．また，鉛直成分に年周変化が顕著であるが，

これは両者の解析におけるマッピング関数の差を反映しているものだと考えられる (e.g. Munekane et 

al., 2010)． 
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図-1 GEONET ルーチン解と GIPSYによる PPP 解との差．左図が地球中心座標系，右図が局所座標

系での差の平均値を表している  

 

 

図-2 GEONET ルーチン解と GIPSYによる PPP 解との座標差の距離  

 

4. 結論  

電子基準点の座標について GEONET ルーチン解析により得られたものと，精密単独測位法により得

られたものとの差を計算した．その結果，2003 年に鉛直成分にオフセットが見られる以外は安定して

いたが，2010 年中盤以降，地心座標系の Y 成分あるいは局所座標系の東西・上下成分に差異が認めら

れ，それが拡大している様子が把握された．その原因は，固定点座標を求めるための日本周辺の IGS

観測点からの取り付け解析において，固定に用いている日本周辺の IGS 観測点の座標値と現実との差

異が拡大したことが主な理由であることがわかっており，今後 GEONET ルーチン解の改良に際しては，
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固定点座標の与え方を工夫する必要がある．  

このように，GEONET ルーチン解析のような従来型のネットワーク解析においては座標系の固定に

用いる座標値が，地殻変動などの理由で現実と乖離した場合，ネットワーク全体がシフトしてしまう

ことがある．精密単独測位法は，精度的にはネットワーク解析よりやや劣る場合もあるが，その一方

で固定点の座標値の影響を回避できるため，固定点の座標値が不適切であることによるネットワーク

解析の座標解のずれの監視のためには有効な手法であると言える．  

 

参考文献  

Bertiger, W., S. Desai, B. Haines, N. Harvey, A. Moore, S. Owen, and J. Weiss (2010): Single receiver phase 

ambiguity resolution with GPS data, J. Geod., 84, 327-337. 

Boehm, J., B. Werl. and H. Schuh (2006):Troposphere mapping functions for GPS and very long baseline 

interferometry from European Centre for Medium-Range Weather Forecasts operational analysis data, J. 

Geophys. Res., 111, B02406, doi:10.1029/2005JB003629.  

Dach , R., U. Hubentober, P. Fridez, and M. Meindl (2007): BERNESE GPS Software Version 5.0, 

http://www.bernese.unibe.ch/docs50/DOCU50.pdf (accessed 24 Feb. 2015). 

International Earth Rotation Service (2014): Transformaion parameters between ITRF2005 and ITRF2008, 

http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2008/tp_08-05.php (accessed 24 Feb. 2015). 

小谷京湖，吉田賢司，畑中雄樹，宗包浩志（2009）：GPS 連続観測システム(GEONET)解析固定点座標

算出手法について，国土地理院時報，118，17-21． 

Lagler, K., M. Schindelegger, J. Boehm, H. Krasna, and T. Nisson (2013): GPT2: Empirical slant delay model 

for radio space geodetic techniques, Geophys. Res. Lett., 40, 1059-1073. 

Munekane, H. (2005): A semi-analytical estimation of the effect of second-order ionospheric correction on the 

GPS positioning, Geophys. J. Int., 163, 10-17. 

Niell. A. (1996): Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. J . Geophys. Res. 

101, 3227-3246. 

中川弘之，豊福隆史，小谷京湖，宮原伐折羅，岩下知真子，川元智司，畑中雄樹・宗包浩志・石本正

芳，湯通堂亨，石倉信広・菅原安広（2009）：GPS 連続監視システム(GEONET)の新しい解析戦略（第

4 版）によるルーチン解析システムの構築について，国土地理院時報，118，1-8． 

豊福隆史，岩下知真子，畑中雄樹，湯通堂亨（2009）：電子基準点のアンテナ絶対位相特性モデルの構

築と評価，国土地理院時報，118，9-15． 

-137-



 

GEONET における大気遅延誤差軽減手法の高度化に関する研究（第 2 年次） 

 

         

実施期間 平成 25 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 石本 正芳  

 

1. はじめに  

国土地理院では，GEONET で観測されるデータを定常的に解析しており，その結果得られる地殻

変動情報は，地震や火山活動の解明や防災活動の支援に重要な情報として活用されている．GEONET

の定常解析結果には様々な誤差が含まれており，そのために，信頼性の高い地殻変動を速やかに把

握する上で障害となる場合がある．このような誤差のうち，主な要因の一つが大気遅延に起因する

ものである．  

GEONET の定常解析には大気遅延勾配推定が導入され，大気遅延に起因する誤差のうち，空間ス

ケールの大きな気象現象に伴うものは大幅に軽減されているが，時間，空間スケールの小さな気象

擾乱が発生すると，解析結果に有意な誤差をもたらすことがあり，このような誤差の軽減手法が求

められている．特別研究「GPS による地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関

する研究」（以下，単に，特別研究という）において，小スケールの気象擾乱に起因する誤差は，大

気遅延の空間分布に大気遅延勾配推定では除去しきれない方位依存性が生じており，その補正とし

て方位依存性を考慮した大気遅延のマッピング関数の導入が効果的である可能性が示された（平成

24 年度国土地理院研究評価委員会説明資料）．  

そこで，本研究では，GEONET の解析における測位精度向上のため，時間，空間スケールの小さ

な気象擾乱により生じる大気遅延分布の方位依存性を考慮した誤差軽減手法を検討する．  

 

2. 研究内容  

GNSS 解析における時間，空間スケールの小さな気象擾乱に起因する誤差について，方位依存性を

考慮した大気遅延のマッピング関数の定式化を行い，それが測位信号に含まれる大気遅延分布をよく

説明できるか評価する．次に，定式化されたマッピング関数を導入して観測局の座標値変化を推定す

る測位モデルを作成し，従来の手法に比べ誤差軽減効果が得られるか評価を行う．これらの評価に基

づき測位モデルの改良等を行い，実際の GNSS 解析から得られる位相残差データに適用し有効性を評

価する．  

昨年度検討した 2 次項を考慮したマッピング関数では，座標値と 2 次項の相関が高く分離すること

が困難であった．そこで，平成 26 年度は，主成分分析により観測点ごとに大気遅延分布の方位依存性

成分の特徴（主成分）を抽出し，抽出した主成分を組み込んだマッピング関数による解析手法を試行

した．  

 

3. 得られた成果  

まず，大気遅延分布の方位依存性成分の主成分を主成分分析により抽出する．主成分分析に用いたデ

ータは，高分解能数値気象モデルを用いて波線追跡法により計算した観測点ごとの大気遅延量である．

データ間隔は 30 分，期間は約 1 年間である．なお，仰角ごとに平均した値を差し引くことにより，等

方成分をあらかじめ除去した．主成分分析の結果の例を図-1 に示す．   
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図-1 主成分分析により抽出された主成分の例．(a)第 1 モード，(b)第 2 モード，(c)第 3 モード．寄与率

は，それぞれ 58.6%，15.8%，12.5%． 

 

次に，主成分分析の結果得られた主成分をマッピング関数に組み込み，次式で表される大気遅延補

正モデルを構築した．今回解析した観測点では，第 3 モードまでの主成分で全体の 9 割程度説明でき

ており，それ以降のモードの寄与率が数%程度と，第 3 モードまでと比べると小さかったことから，

今回の評価では第 3 モードまでを組み込むこととした．  

   ∆𝜌𝑖
𝑙 = ∆𝐿𝑎𝑝𝑟 + ∆𝐿𝑢 𝑚(𝑧𝑖

𝑙) + ∑ ∆𝐿𝑗 ∙ 𝑀𝑗(𝑎𝑧𝑖
𝑙 , 𝑧𝑖

𝑙)3
𝑗=1       (1) 

ここで， 

           𝑖, 𝑙 ：観測エポック，衛星  

           ∆𝜌𝑖
𝑙    ：観測エポック𝑖での，観測点 −衛星𝑙間の大気遅延補正量  

        ∆𝐿𝑎𝑝𝑟 , ∆𝐿𝑢     ：大気遅延量のアプリオリ値，天頂大気遅延量  

          𝑚(𝑧𝑖
𝑙)  ：マッピング関数  

              ∆𝐿𝑗      ：主成分分析の第 j モードの振幅  

         𝑀𝑗(𝑎𝑧𝑖
𝑙 , 𝑧𝑖

𝑙)  ：主成分分析から得られる第 1 モードから第 3 モード  

           𝑎𝑧𝑖
𝑙 , 𝑧𝑖

𝑙     ：観測エポック𝑖での，衛星𝑙の方向角，仰角  

 を表す．式(1)の右辺第 1 項及び第 2 項は通常の GNSS 解析におけるマッピング関数（天頂遅延量のみ）

である． 

まず，このモデルが，大気遅延分布をどの程度説明できるか評価する．評価には，数値気象モデルを

用いて波線追跡法により計算した観測点，衛星間の大気遅延量を用いる．この大気遅延量をデータと

して式(1)を逆解析し，残差の大きさを評価する．計算に用いた観測点は，昨年度評価に用いた 2 点（羅

臼，北海道清水）である．解析は，GEONET の定常解析のうち Q3 解析に相当する 6 時間データ（以下，

これをエポックという）とし，小スケールの気象擾乱の影響が大きい 35 エポックと影響が小さいとさ

れた 35 エポックの計約 70 エポックについて行った．なお，エポックは，それぞれ異なる日から抽出し

た．比較として，通常の GNSS 解析に用いられる大気遅延量と遅延勾配推定についても同様の解析を行

った． 

その結果，小スケールの気象擾乱の影響が小さいエポックでは，通常のマッピング関数を適用した場

合と残差の RMS はほぼ同じであり，気象擾乱の影響が大きいエポックでは，主成分分析を用いた方が

通常のマッピング関数を用いた解析より残差が小さくなることがわかった（図-3）．AIC についても RMS

と同様に，気象擾乱の影響が小さいエポックでは，若干悪くなるが，気象擾乱の影響が大きいエポック

では，よくなる結果となった．主成分分析では，通常，解析データの残差が大きいものを説明する成分

(a) (b) (c) 
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が主要モードとして抽出されることから，気象擾乱の影響の大きい時のパターンが抽出され，そのため，

気象擾乱の影響が大きいエポックについてのみ残差が小さくなったものと考えられる．  

次に，式（1）右辺に，座標値変化成分 𝑑 ∙ �⃗⃗�(𝛼𝑖
𝑙, 𝑧𝑖

𝑙) を加えた測位モデルを作成した．ここで，i は観

測エポック，�⃗⃗�(𝛼𝑖
𝑙, 𝑧𝑖

𝑙)は観測点から衛星方向への単位方位ベクトル，𝛼𝑖
𝑙は衛星𝑙の方位角である．この測

位モデルに対し，内部評価として上述と同じ大気遅延分布データを用いて座標値変化（𝑑）も同時に推

定し，通常のマッピング関数を適用した場合と比較した．用いるデータが大気遅延量のみのデータであ

るので，大気遅延補正モデルが大気遅延分布をよく説明でき，かつ座標値変化成分と分離することがで

きれば，推定される座標値変化は 0 となることが期待されることから，推定される座標値変化の RMS

の大きさを比較する． 

図-3 に結果を示す．小スケールの気象擾乱の影響が小さいエポック（図-3 下段）では，推定される座

標値変化の RMS は通常のマッピング関数を適用した場合よりわずかに大きくなるが，気象擾乱の影響

が大きいエポック（図-3 上段）では，主成分分析を用いた方が通常のマッピング関数を用いた解析より

座標値変化の RMS が小さくなることがわかった．このことから，小スケールの気象擾乱の影響が小さ

い場合には座標値変化と大気遅延パラメータの相関による解の不安定化の影響はあるものの，昨年度検

討した 2 次項を考慮したマッピング関数のように，影響は大きくないと考えられる． 

 

4. まとめ  

 主成分分析により観測点ごとに大気遅延分布の方位依存性成分の特徴を抽出し，抽出した特徴をマ

ッピング関数に組み込む手法を試行し，評価を行った．評価には，高分解能の数値気象モデルを用い

て推定される大気遅延量を用いた．その結果，主成分分析を用いた場合には，気象擾乱の影響が大き

いエポックでは大気遅延分布に対する適合性が向上することがわかった．  

次に，大気遅延パラメータと座標値変化を同時に推定し，座標値のばらつきを評価した．その結果，

小スケールの気象擾乱の影響が小さいエポックでは，通常のマッピング関数を適用した場合より座標値

の RMS が大きくなるものの，気象擾乱の影響が大きいエポックでは，通常のマッピング関数を用いた

解析より座標値変化の RMS が小さくなることがわかった．ただし，この結果は，今回評価した限られ

た事例について限定的に言えるものであり，普遍的な結論ではない．また，今回行った評価は，数値気

象モデルから推定したデータを用いた内部評価であるので，この手法が有効であるかは，実際の GNSS

観測データを用いた評価が必要である． 

 

  

図-2 通常のマッピング関数を適用した場合と主成分分析を用いた場合のモデル残差と

AIC の全解析エポックの平均 
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図-3 通常のマッピング関数と主成分分析を用いた場合において，大気遅延パラメータと座標値変化を同時

に推定した場合の各成分の RMS．上段は，小スケールの気象擾乱の影響がある場合（左：羅臼，

右：北海道清水），下段は，小スケールの気象擾乱の影響がない場合（左：羅臼，右：北海道清水）  
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リアルタイム GNSS を用いた即時的地震断層モデル  

構築手法に関する研究（第 1 年次） 

 

         

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度 

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室     川元 智司  

東北大学大学院理学研究科  平田 雄一朗  

 

1. はじめに  

国土地理院においては，現在東北大学と共同で，電子基準点リアルタイム解析システム REGARD の

開発を行っている．このシステムの目的は，電子基準点で観測された GNSS データをリアルタイムで

解析し，得られた地殻変動から自動で断層モデルを推定することにより，巨大地震に対しても飽和せ

ずに数分以内で地震規模を得ることである．特にこのシステムにおいて，地震規模を推定する断層モ

デル推定機能はシステムの根幹を担う重要な機能であり，高い安定性と信頼性が求められる．  

これまで，地殻変動データによる断層モデルの自動推定には様々な手法が提案されているが，リア

ルタイムでの運用のためには，推定精度や安定性のみでは無く，計算時間が大きな制約となるため，

精度を多少犠牲にしてでも計算速度を向上させる必要がある．そこで，本研究では，リアルタイム運

用を目的とした即時的地震断層モデル構築手法についての検討及び開発を行う．  

 

2. 研究内容  

REGARD による断層モデル推定機能に組み込むことを想定し，リアルタイム GNSS 変位データから

数分以内に自動で断層モデルを推定する手法を開発する．また，これまでにシステムに組み込まれた

断層モデル推定機能の検証を行うとともに，さらに安定した断層モデル推定手法の検討と開発を行う． 

今年度は，これまでに構築した単一矩形断層モデル推定機能の改良，三角要素によるすべり分布モ

デル推定機能の開発，および，点震源を用いた発震機構推定手法の適用について検討を行った．  

2.1 単一矩形断層モデル推定機能の改良  

 これまでシステムに実装されていた単一矩形断層モデル推定機能は，西村他（2010）の手法に基づ

くものである．この手法は，一つの地震に対して，一定の時間間隔で矩形断層モデルを繰り返し推定

するものであり，推定時刻毎に独立した初期値を用いる．しかし，東北地方太平洋沖地震では地震時

地殻変動が数分かけて発生したことが知られている（例えば、Ide et al.，2011）．このような場合，時々

刻々と進展する地殻変動から徐々に断層モデルを改良してゆくことで，より安定したモデル推定が可

能となる．そこで，一つの地震に対する矩形断層モデル推定時には，独立した初期値ではなく，同じ

地震に対する過去の矩形断層推定結果のうち最も残差が少ないモデルを初期値として使用するよう改

良を行った．  

2.2 三角要素によるすべり分布モデル推定機能の開発  

 これまでに歴史的に発生した巨大地震のうち，南海トラフにおいて発生した地震については，その

複雑なプレート境界形状も原因となって，非常に複雑な断層破壊が発生した例が報告されている．そ

のような複雑な断層破壊は，単一矩形断層で近似することは難しく，安定した解が推定できない可能

性がある．そこで，このような複雑なプレート境界における断層破壊についても安定したモデル化が

可能となるよう，あらかじめ断層破壊が発生する位置をプレート境界面に固定し，その分布を推定す
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る，すべり分布モデル推定手法の開発を行った．  

 まず，固定するプレート境界面は，日本の太平洋側プレート境界データを補間したうえで，それら

を三角要素によって離散化した（図-1）．個々の三角要素における断層すべりによる地殻変動（グリー

ン関数）の計算には Meade（2007）による解析解を用い，あらかじめデータベースとして整備した． 

 

 

図-1 すべり分布モデル推定機能に使用されるプレート境界データ  

 

2.3 点震源を用いた発震機構推定手法の検討  

 2.1 及び 2.2 に記述した断層モデル推定手法は，断層面を初期値としてある程度，又は完全に固定す

るものである．そのため，想定と異なるメカニズムで地震が発生した場合，正しい解が得られない可

能性がある．そこで，試行的な取り組みとして，断層形状を全く固定しない，点震源を用いた発震機

構推定手法（fastCMT; Melgar et al., 2012）について検討を行った．モデル化の対象が比較的規模の小

さい地震であればこれによって近似可能であるし，また，巨大地震であった場合はこれによって得ら

れた fastCMT 解を他の断層モデル推定手法の初期値として利用することも考えられる．この検討は，

平成 26 年度国土地理院職場体験実習の一部として実施した．  

 

3. 得られた成果  

平成 15 年十勝沖地震（Mw8.3），平成 23 年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）について得られた電子

基準点の 1Hz 変位時系列から地殻変動を抽出し，それらに対して 2.1，2.2 で示したモデル推定機能を

用いて断層モデルを推定した（図 -2）．それぞれ 1 回のモデル推定にかかった計算時間は約 10 秒で，

地震発生後 3 分以内に Mw 推定値が安定した（図-3）． 

十勝沖地震についてはどちらのモデル推定機能でも 90%を越える高い Variance Reduction（VR）の

断層モデルを得ることができた．矩形断層モデルの場合には Mw がやや小さく求まっているが，これ

は断層モデルが本来の深さより 5km 程度浅く推定されてしまったことによる．一方，すべり分布モデ

ルの場合の VR は矩形断層モデルよりも高く，Mw はより GCMT 解に近い値が推定された．  

東北地方太平洋沖地震については，どちらのモデルも VR は 95%を越える高い値となり，得られた

Mw は矩形断層モデル，すべり分布モデルでそれぞれ 8.75，8.83 であった．このように，緊急地震速

報により通知されたマグニチュードと比較すると Mw 推定値が飽和することなく計算され，明らかに
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地震規模推定精度が向上していることが分かる．  

fastCMT 解による発震機構推定手法を平成 15 年十勝沖地震で得られた地殻変動データに適用し，推

定精度や計算時間について検討を行った．その際，震源位置はプレート境界面上にあるものとし，0.2

度刻みの経緯度グリッド毎に fastCMT 解を求め，最も VR が高いものを最適解とした．地震後 3 分時

点における推定結果を見ると，気象庁 CMT 解とほぼ整合する逆断層型の発震機構，GCMT 解と整合

した Mw8.3 が得られた（図-4）．今回の例では，fastCMT 解は矩形断層モデル推定のための初期値とし

て利用する目的には十分な精度を有していると言える．しかし，VR が 58.1%とやや低く，この規模の

地震では点震源でデータを近似することは難しいことが分かる．そのため今後はさらに巨大な地震や

内陸地震への適用について検討していく必要がある．また，計算時間は 1 モデルあたり 2 分程度であ

ったため，リアルタイム運用のためには並列処理化などによる高速化が必要である．  

 

  

図-2 平成 15年十勝沖地震（Mw8.3）に対して得られた即時的断層モデル（左）と平成 23年東北地

方太平洋沖地震（Mw9.0）に対して得られた即時的断層モデル（右） 

 

 

図-3 平成 15年十勝沖地震（Mw8.3;左）と平成 23 年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0;右）に対して得

られたモーメントマグニチュード時系列  
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図-4 平成 15年十勝沖地震（Mw8.3）に対して得られた fastCMT 解  

 

4. 結論  

リアルタイム運用を目的とした断層モデル構築のために，10 秒程度で実行可能な矩形断層モデル推

定手法の改良と，すべり分布推定手法の開発を行った．それらを平成 15 年十勝沖地震と平成 23 年東

北地方太平洋沖地震のリアルタイムデータから得られた地殻変動データに適用したところ，3 分以内

に高い Variance Reduction で断層モデルを推定することができた．また，fastCMT 解を十勝沖地震につ

いて推定したところ，気象庁 CMT 解と整合する震源メカニズムを推定することが可能であった．  
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広帯域地殻変動把握のための GNSS 解析手法の最適化に 

関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度 

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室 川元 智司  石本 正芳 

 

1. はじめに  

日本列島に地殻変動を引き起こす現象には様々な時間スケールのものが存在する．例えば，地震発

生時の断層破壊は数分以下の長さであるのに対し，余効すべりは数ヶ月〜数年の時間スケールを持つ．

また，火山活動についても，深部マグマ溜まりの圧力増加が数ヶ月に及ぶことがあるのに対し，火山

噴火による山体収縮は数時間の時間スケールで発生する．その他，繰り返し発生する巨大地震間のひ

ずみ蓄積を的確に把握するには，数十年〜数百年に及ぶ観測が必要となる． 

このうち，数時間以下の短いスケールの現象を詳細に捉えるには，GNSS スタティック解析より短

い時間間隔で座標時系列を推定する GNSS キネマティック解析が適している．しかし，GNSS キネマ

ティック解析により得られる座標時系列にはとびや揺らぎが存在し，また，GNSS スタティック解析

で得られる座標時系列よりもばらつきが大きい．さらに，異なる解析間でのバイアスも存在する．だ

が，これらの異なる解析手法で得られる座標値や誤差の性質を整合させ，適切に組み合わせることが

出来れば，GNSS スタティック解析の解析時間間隔による制限を受けずに様々な時間スケールで発生

する地殻変動を把握することができる．  

そこで本研究では，広帯域な時間スケールでの地殻変動把握のため，GNSS キネマティック解析で

生じるとびや揺らぎ，ばらつきを軽減した上で，可能な限り GNSS スタティック解析と整合した解を

求める最適な GNSS キネマティック解析手法を検討する．  

 

2. 研究内容  

大規模 GNSS 観測網について，安定したキネマティック解析結果を得る技術，また，スタティック

解析結果と整合した結果を得る技術の開発に向け，障害となる問題の分析と，その解決に向けた開発

要素の明確化を行う．  

平成 26 年度は，まず安定したキネマティック解析結果を得るために必要な課題を明確化するため，

現在国土地理院で運用している電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）によって得られた

1 秒キネマティック解析結果に見られる問題点を分析し，その解決方法について検討を行った．  

 

3. 得られた成果  

REGARDによるキネマティック解析で計算された 1秒毎の電子基準点座標時系列から，東西，南北，

上下成分のそれぞれについて 5 分毎の分散を一日で平均することにより日々の 5 分間での標準偏差の

代表値を計算した．例として電子基準点「久慈（0027）」の結果を示す（図-1）．標準偏差を見ると，

2012 年 6 月から 2014 年 1 月頃までの期間は水平成分が約 0.5cm，上下成分は約 1.5cm であった．し

かし，2014 年 1 月から 9 月頃にかけて徐々に標準偏差が増加し，これとともに Fix 率が 30%程度まで

減少した．その後，2014 年 10 月頃からは Fix 率が増加し，標準偏差が 2014 年 1 月までの値に近い水

準まで戻った．また，2013 年 12 月頃から遅延時間（ total age）が増加し 2015 年 3 月現在でも継続し
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ている．  

ここで見られた精度劣化の原因を切り分けるため，まず 2013 年と 2014 年の同時期の測位結果を比

較した．2013 年は Fix 率が 90%を越え、ばらつきも 2cm 程度に収まっていたのに対し，2014 年は Fix

率が 20％程度となったうえ，一日に一度スパイク状の大きなノイズが見られた（図 -2）．ここで見られ

たスパイク状のノイズは，ミス Fix によることが疑われる．さらに Fix 率も大きく低下していること

から，信号のノイズの増加が疑われるが，SNR の低下は見られなかった（図-1）．ところが，同時期の

データを後処理で解析し，その結果に同様の傾向が見られるかを確認しところ，後処理解析結果には

リアルタイム解析結果に見られたスパイク状のノイズは見られず，欠測した時間を除くと Fix 率も

80%程度であった（図-3）．これらのことから，2014 年 1 月頃から見られた測位精度劣化の原因は，デ

ータ品質にはなく，それ以外の要因によって引き起こされたと推測できる． 

考えられる要因として，精度劣化が始まる 1 ヶ月程度前から始まった遅延時間の増加が関係してい

る可能性が挙げられる．REGARD で使用している解析エンジンである RTKLIB 2.4.1 ではリアルタイ

ムでの相対測位時は固定点側と移動点側からの観測データが解析ソフトウェアに受信された時点で測

位計算が行われる．この時，それぞれの観測点からのデータが同時刻に観測されたものかどうかの確

認はなされない．そのため，移動点側のデータの遅延が大きいと，固定点側と観測時刻が異なるデー

タによって相対測位が行われてしまう．その場合，共通誤差の相殺が不十分となり，精度劣化が生じ

る．この問題を解決するため，遅延を考慮した処理を行うことができるよう，現在最新版の RTKLIB 

2.4.2（Takasu, 2015）を基に受信されるデータに一定の遅延時間を許容し，固定点・移動点側の両者で

同時刻に観測したデータで相対測位を行うことができる機構を追加した．  

さて，観測時刻が一致しないデータを用いて測位を行うと精度劣化を及ぼすことは間違い無いが，

それだけでは 2014 年 10 月頃からの精度向上については説明できないので，精度劣化の原因にはさら

に別の要因も存在していた可能性がある．今後，この原因についてさらに詳細に調査していく予定で

ある．  
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図-1 電子基準点「久慈（0027）」における，2012 年 6 月から 2015 年 2 月までのリアルタイム解析結果

のまとめ．上から順に，五分毎の標準偏差，Fix 率，測位率，遅延時間，SNR． 

 

 

図-2 電子基準点「久慈（0027）」における 2013 年と 2014 年における同時期のリアルタイム解析結果．

（左）2013 年 6 月 25 日から 7 月 2 日の解析結果，（左）2014 年 6 月 25 日から 7 月 2 日の解析結

果．緑色で示したのが FIX 解，オレンジ色で示したのが Float 解． 
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図-3 電子基準点「久慈（0027）」における 2014 年 6 月 25 日から 7 月 2 日リアルタイム解析結果と後処

理解析結果． 

 

4. 結論  

現在国土地理院で運用を行っている電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）のこれまで

の測位精度について確認した．その結果，2014 年 1 月頃から Fix 率の低下と大幅な測位精度の劣化が

見られた．この原因の一つとして，2013 年 12 月頃からの遅延時間の増加が考えられるため，その適

切な処理機構を開発した．その他の精度劣化原因についても，今後調査を行っていく予定である．  

 

参考文献  

Takasu T（2015）：RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning，http://www.rtklib.com

（accessed 11 Mar. 2015）．  
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精密単独測位法の測量への利用可能性に関する研究（第 1 年次） 

 

          

実施期間 平成 26 年度～平成 27 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  

近年 GNSS 測位の分野では，精度の高い位置情報をほぼリアルタイムに近い時間で得ることができ

るリアルタイムキネマティック測位(RTK)技術が進展し，様々な分野で活用されている．測量で RTK

を導入する場合，基準局との相対的な位置を求める相対測位，あるいは相対測位に加えてネットワー

クで配信される補正情報を用いるネットワーク型 RTK 法で行われるのが一般的である．しかしながら，

相対測位では，基準局と観測局の間の距離が長いと精度が劣化するため，基準局との距離に制限があ

ること，また，ネットワーク型 RTK 法については，補正情報のサイズが大きくなるため，良好な通信

環境を必要とすること，補正情報が高価であることなどの問題があった．  

そのような背景の下，精密単独測位型 RTK (Precise Point Positioning RTK; PPP-RTK)と呼ばれる手法

が，近年，急速に発展し，世界的に研究が進められている．本手法は，国際 GNSS 事業(International GNSS 

Service; IGS)などの外部機関から提供される，GNSS 衛星の精密な軌道および時刻情報を用いて，各観

測局で単独測位を行うものである．PPP-RTK では相対測位型 RTK に比べ精度が若干劣ることから，

測量での活用が困難であったが，近年，衛星毎に異なる位相端数バイアス(Fractional Cycle Bias; FCB)

と呼ばれる補正情報を追加することで，単独測位において波数の整数不確定性を決定する (Ambiguity 

Resolution; AR)ことが可能となり，相対測位型 RTK に比べ，格段に少ない計算負荷で匹敵する精度を

出せることが示されたことから，将来的には，測量業務への応用が期待されている．  

PPP-RTK 法の測量への導入を想定した場合，現時点で達成可能な位置精度，異常値の発生頻度など

の評価，あるいは，初期化時間の評価，精度検証方法とその基準の評価など，実際の測量作業を想定

した網羅的な評価が必要となる．本研究ではそのような評価を試行し，現状における問題点を抽出す

る． 

 

2. 研究内容  

外部機関から提供されている GNSS 衛星の精密な軌道および時刻情報を用いて，各観測局で単独測

位を行い，現時点で達成可能な位置精度，異常値の発生頻度などの評価，あるいは，初期化時間の評

価など，実際の測量作業を想定した評価を行う．  

今年度は，以前実施した PPP-RTK 法の評価(宗包，2014)において，測位精度が良好であったフラン

ス国立宇宙研究センター(CNES)が提供している GPS のリアルタイム暦・時計(CLK91)および最近わが

国の宇宙航空研究機構(JAXA)から公開されたMADOCA暦(MDK1)を用いて PPP-RTK法の測位を行い，

測位精度を試行的に評価した．GNSS データとしては電子基準点のリアルタイムデータを使用した．  

 

3. 得られた成果  

電子基準点つくば１(92110)について，精密単独測位解析(PPP)に基づくリアルタイムキネマティック

GPS 解析(PPP-RTK)による座標値の推定を行い，推定された座標解の再現性を評価した．評価は，2015

年 3 月 7, 8 日の 2 日間を対象とした．解析にはソフトウェア「RTKLIB 2.4.2」(Takasu, 2013)を使用し，
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（１）CNES 暦(CLK91)，（２）MADOCA 暦(MDK1)，の 2 通りの解析によりリアルタイムの座標時系

列を計算し，その座標再現性を比較した．  

推定された座標解を図-1 に示す．CNES 暦を用いた測位解は MADOCA 暦を用いた測位解に比べて

長期的なゆらぎが少ないが，短期的な測位解の再現性は，MADOCA 暦を用いた測位解のほうが高い．

期間全体を通した CNES 暦を用いた測位解の再現性は(E, N, U)=(0.088, 0.042, 0.111)(m)，MADOCA 暦

を用いた測位解の再現性は(E, N, U)=(0.100, 0.053, 0.146)(m)である．なお，測位解の再現性の計算にあ

たっては，測位解の推定誤差が 1m 以上の解を異常値として除外している．  

 

 

図-1 2015 年 3 月 7, 8 日の電子基準点つくば１のリアルタイム精密測位解．左が CNES 暦，右が MADOCA

暦を使って得られたもの  

 

4. 結論  

今年度は，精密単独測位解析(PPP)に基づくリアルタイムキネマティック GPS 解析(PPP-RTK)による

座標値について，リアルタイム暦・時計の違いによる再現性の違いを調べるため，CNES が提供して

いる GPS のリアルタイム暦・時計(CLK91)および JAXA が提供している MADOCA 暦(MDK1)を用いて

PPP-RTK 法の測位を行い，測位精度を試行的に評価した．その結果，CNES 暦を用いた測位解のほう

が，長期的安定性には優れるが，短期的な再現性は MADOCA 暦のほうが優れていることが分かった． 

なお，今回得られた測位解の再現性は，昨年度行った同様の実験(宗包, 2014)に比べて優位に悪化し

ている．これは，図-1 において丸で囲った部分のように実験期間中何度か測位解が初期化され測位解

にとびが生じていることが原因である．この現象は 2 日とも同じような時間（8 時頃）に発生してい

るほか，同時期に測位を行った他の電子基準点においても同様に見られている．原因としては電子基

準点のリアルタイムデータないしはリアルタイム暦・時計の配信遅延が引き金になっているものと推

察されるが，詳細はまだ不明である．PPP-RTK 法の実用化のためには，ハードウェア，ソフトウェア

の双方の改良により，この現象を抑制することが必要である．  

 

参考文献 

宗包浩志（2014）：次世代 GNSS の利用可能性に関する研究  (第 6 年次)，平成 25 年度調査研究年報．

Takasu T. (2013): RTKLIB ver 2.4.2 manual，available at http://www.rtklib.org 
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地球観測衛星の軌道決定手法の最適化に関する研究（第 1 年次）  

 

          

実施期間 平成 26 年度～平成 27 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  

国土地理院では，干渉 SAR により日本全国の地盤変動を定期的に監視している．従来は，平成 18

年にうちあげられた地球観測衛星「だいち」を用いた地盤変動監視を行ってきたが，平成 23 年 5 月に

「だいち」は運用を停止した．その後，「だいち」の後継として，平成 26 年 5 月に地球観測衛星「だ

いち 2 号」が打ち上げられたことを受け，国土地理院では，「だいち 2 号」データを用いた，地盤変動

の監視体制を整備しているところである．  

地盤変動の監視に際しては，迅速かつ省力的に SAR 干渉解析を行う必要があるが，特に災害時の緊

急解析を行う場合，提供される衛星軌道暦の精度が低い場合があり，そのような場合，解析者の経験

に基づいて軌道暦の改良が行われるために時間と労力を要する上，解析者の経験により結果が異なる

ことがあり，結果の信頼性を損う一因となって．  

宇宙測地研究室では，そのような場合に独自に衛星軌道暦を生成できるよう，平成 19 年～21 年に

かけて，「だいち」データからの SAR 干渉解析に最適化された衛星軌道推定システムを試作した．「だ

いち」は平成 23 年 5 月に運用を停止し，今後は「だいち 2 号」を用いた地殻変動監視を実施するため，

従前の「だいち」用衛星軌道推定システム（以後旧衛星軌道推定システム）を「だいち 2 号」データ

からの SAR 干渉解析に最適化されたシステムに改良することが期待されている．  

 

2. 研究内容  

「だいち 2 号」に搭載されている GPS の観測データから精密な軌道を推定し，SAR 干渉解析に利用

可能な形で提供するためのシステムを構築する．  

今年度は，旧衛星軌道推定システムのハードウェア，ソフトウェアの更新を行った．  

 

3. 得られた成果  

旧衛星軌道推定システムは商用の衛星軌道推定システム MicroCosm を用いて構築されていたが，ハ

ードウェアが貧弱であること，既にサポート期間が終了している Windows XP 上で構築されていたこ

と，また研究終了後，必要なソフトウェアのアップグレードがなされていなかったこと，システムが

精度評価を目的としたもので，手入力が必要な項目が多く，定常的な運用には不向き，などの理由で

そのまま利用することが困難な状況であった．  

そこで，今年度は，まず衛星軌道推定システムの更新を行った．衛星軌道推定ソフトウェアとして

は，旧衛星軌道推定システムと同じ MicroCosm を用いることとし，メーカーから提供されているアッ

プデートを実行した．OS としては，自動化のためのスクリプト処理が容易な Linux を採用し，ハード

ウェアを調達の上インストールを実行した．さらに新システムにおいて GPS 衛星の軌道解析を試行し，

正常に動作することを確認した．  

 MicroCosm は，以下の 4 ステップで衛星の軌道推定を行う：1）基準局および衛星の GPS データの

時刻補正およびサイクルスリップ除去，2）GPS 精密暦を用いた GPS 衛星の軌道要素の推定，3）軌道
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決定を行う衛星の軌道要素の初期値の設定，4）基準局 GPS データおよび衛星 GPS データ間での三重

位相差の生成およびそれに基づく衛星の軌道決定． 

 「だいち 2 号」の軌道推定にあたって必要となる入力データは，1）基準局 GPS データ，2）衛星

GPS データ，3）GPS 衛星の精密軌道データ，4）衛星の初期軌道データ，である．このうち，1）お

よび 3）については国際 GNSS サービスの ftp サイトからダウンロードする．2）および 4）についは，

定常的に JAXA より地理院に対して提供されている． 

 現段階で予定している解析のステップを図 -1 に示す．  

 

 

図-1 「だいち 2 号」衛星軌道推定システムの解析ステップ  

 

4. 結論  

今年度は，「だいち」用に開発した衛星軌道推定システムを「だいち 2 号」に適合したシステムに改

造する準備段階として，ハードウェア，ソフトウェアの更新を実施した．  

次年度は，「だいち 2 号」のデータを実際に解析できるよう必要なスクリプト等の整備を行ったうえ

で解析を試行し，干渉 SAR 解析に適用して得られた画像を通じてシステムのチューニングを行う予定

である．  
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日本のジオイド決定の高度化に関する研究（第 1 年次） 

 

  

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度 

地理地殻活動研究センター  

宇宙測地研究室 

 

松尾 功二 宗包 浩志   

 

1. はじめに  

ジオイド高は，標高と楕円体高を繋ぐ重要な物理測地量である．平成 24 年 11 月より，国土地理院

ではスマート・サーベイ・プロジェクトが開始し，GNSS 測量による 3 級水準測量相当の標高決定が

可能となったことから，ジオイド高が果たす役割は今後ますます大きくなる．そのため，重力ジオイ

ド・モデルの更なる高度化は，特に重要な研究課題の一つに位置づけられる．国土地理院は，平成 25

年 4 月より，日本の重力ジオイド・モデルとして「日本のジオイド 2011」(Ver.1) (児玉ほか，2014)を

公開している．このモデルは，「JGEOID2008」(Kuroishi，2009)をベースに構築されており，JGEOID2008

の構築には，重力衛星 GRACE(Gravity Recovery And Climate Experiment)による全球重力場モデル，約

26 万点の陸上重力データ，約 58 万点の船上重力データ，衛星高度計による海上重力データ(KMS2002)，

が使用されている．JGEOID2008 は，GNSS/水準法によるジオイド実測値と 10cm 以内で整合するが，

より実用的なニーズを満たすためには 2cm 以内の整合が望ましい(Damiani，2011)．本研究では，来た

る GNSS・ジオイドに基づく標高基準系の実現に向けて，重力ジオイド・モデルの更なる高度化に取

り組む．  

 

2. 研究内容  

重力ジオイド・モデルの更なる高度化を図るには，(1) 人工衛星に基づく全球重力場モデル(衛星重

力場モデル)の改良，(2) 陸上および船上重力データの拡充，(3) 衛星高度重力場モデルの改良，(4) ジ

オイド復元処理の高度化，といった取り組みが有効である．本年度は，(1) 衛星重力場モデルの改良，

に着手した．  

JGEOID2008 では，衛星重力場モデルとしてアメリカ・テキサス大学宇宙研究センター(UTCSR)が

提供する GGM02 モデル(Tapley et al., 2005)を採用している．これは GRACE に基づく初期の衛星重力

場モデルである．2015 年 3 月現在，UTCSR は，より長期間の GRACE データと  最新の解析手法を導

入した 新たな衛星重力場モデル GGM05 を公開している(Tapley et al., 2013)．その一方で，新たな重

力観測衛星に基づく全球重力場モデルも利用可能になっている．それは，2009 年 3 月に欧州宇宙機関

が打ち上げた重力偏差衛星 GOCE(Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer)に基づく全

球重力場モデルである．GRACE が重力分布を計測するのに対し，GOCE は重力偏差分布を計測する．

重力偏差は，重力の空間 1次微分であるため，より短波長な空間成分に高い感度を持つ．つまり， GOCE

は，GRACE よりも高い空間分解能を有する全球重力場モデルを提供する． 

本研究では，世界各国の解析機関で公開されている衛星重力場モデルの品質評価を行い，日本の重

力ジオイド・モデルの構築に最も適した衛星重力場モデルの選定を行う．ここでは，以下の 7 つの衛

星重力場モデルについて評価を行った．まずは，GRACE データのみから構築されたモデルで，UTCSR

が提供する GGM02S および GGM05S モデル，オーストラリア・グラーツ工科大学が提供する

ITSG_Grace2014k モデル(Mayer-Guerr et t al., 2014)である．次に，GOCE データのみから構築されたモ

デルで，ドイツ・ボン大学が提供する ITG-Goce02 モデル(Schall et al., 2014)，ドイツ・ミュンヘン工
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科大学が提供する JYY04_GOCE04S モデル(Yi et al., 2013)である．そして，SLR・GRACE・GOCE デ

ータを統合解析し構築したモデルで，ドイツ・ミュンヘン工科大学が提供する EIGEN-6S2 モデル

(Rundenko et al., 2014)，フランス航空宇宙局が提供する GO_CONS_DIR_R5 モデル(Bruinsma et al., 

2013)である．これらのモデルの品質を評価するために，それぞれのモデルが有する観測誤差の比較，

地上絶対重力観測との比較，を行った. 

 

3. 得られた成果  

3.1 衛星重力場モデルの誤差評価  

まずは，それぞれの衛星重力場モデルの観測誤差の比較を行う．球面調和関数の係数(ストークス係

数)で表現された観測誤差分散行列を，次数ごとに二乗平均平方根を計算し，パワースペクトルを導出

する．このパワースペクトルの大きさが，誤差の大きさに相当する．図-1 にその結果を示す．横軸は

球面調和関数の次数，縦軸は誤差のパワースペクトルを示す．GRACE のみのモデルを見てみると，

GGM02S は次数 60 あたりで，GGM05S は次数 100 あたりで，ITSG_GRACE2014k は次数 120 あたりで

誤差の急速上昇が見られる．GOCE のみのモデルを見てみると， ITG_Goce2 は次数 140 以降で，

JYY04_GOCE04s は次数 100 以降で GRACE のみのモデルより誤差が小さくなる．すなわち，GRACE

は次数 100 までの空間領域に対し高い感度を，GOCE は次数 100 よりも高次の空間領域に対し高い感

度を有することが分かる．SLR・GRACE・GOCE の混合モデルである EIGEN-6S2 と GO_CONS_DIR_R5

は，それぞれ衛星が有する観測特性を十分に活かして構築されているため，長波長と中波長ともに観

測誤差が小さくなっている．Wahr et al.(2005)に倣い，各衛星重力場モデルの誤差分散行列から，観測

誤差を重力値として導出する．その結果，GGM02S(次数 160)は 32.26mGal，GGM05S(次数 180)は

11.39mGal，ITSG_GRACE2014k(次数 200)は 5.60mGal，ITG_Goce2(次数 240)は 4.88mGal，JYY04S(次

数 230)は 1.54mGal，EIGEN-6S2(次数 260)は 1.57mGal，GO_CONS_DIR_R5(次数 300)は 1.97mGal とな

った．現行の衛星重力場モデルである GGM02S と比べると，SLR・GRACE・GOCE 混合モデルは，空

間分解能が 2 倍近く高まったうえに，観測誤差が約 16 分の 1 となっている．  

 

 

図-1 各衛星重力場モデルの誤差スペクトル．横軸は球面調和関数の次数，縦軸は誤差スペクトルの大きさ

を示す．  
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3.2 日本における絶対重力観測値との比較  

 次に，それぞれの衛星重力場モデルによる重力値と絶対重力観測から得られた重力値との比較を行

う．使用した絶対重力データは，FG5 絶対重力計によって計測された日本重力基準網(JGSN)2013 にお

ける 31 点の重力観測値である．観測された重力値から，楕円体高による重力効果を補正(フリーエア

重力化成)し，正規重力値を差し引くことで重力異常を算出する．図 2 に，各観測点における FG5 重

力異常値と衛星重力異常値を示す．横軸が各観測点を示し，縦軸が重力異常値を示す．なお，ここで

は簡単のため，衛星重力異常場は GGM02S モデルと GO_CONS_DIR_R5 モデルのものを示す．FG5 重

力異常値と衛星重力異常値は，全体的に類似した傾向を示すが，FG5 重力異常値と比べると衛星重力

異常値は，振幅がやや小さく，変化の度合いもなだらかである．これは，衛星重力観測が，重力分布

の詳細な構造を十分に捉えきれていないことに起因する．FG5 重力異常値と衛星重力異常値との平均

的な重力残差を計算したところ，GGM02S(次数 160)は 42.66mGal，GGM05S(次数 180)は 45.60mGal，

ITSG_GRACE2014k(次数 200)は 42.86mGal，ITG_Goce2(次数 240)は 40.61mGal，JYY04S(次数 230)は

39.63mGal，EIGEN-6S2(次数 260)は 38.96mGal，GO_CONS_DIR_R5(次数 300)は 38.92mGal という結果

が得られた．7 つの衛星重力場モデルの中では，GO_CONS_DIR_R5 モデルが最も残差が小さかった． 

 

 

図-2 FG5 絶対重力観測，GGM02S 衛星重力場モデル，GO_CONS_DIR_R5 衛星重力場モデルから求めた，

各観測点における重力異常． 

 

4．結論  

日本の重力ジオイド・モデルの高度化を目的に，世界各国の解析機関が提供している様々な衛星重

力場モデルの品質評価を行い，最適な衛星重力場モデルの選定を行った．その結果，今回使用した衛

星重力場モデルの中では，フランス航空宇宙局が提供する SLR・GRACE・GOCE の混合重力モデル
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GO_CONS_DIR_R5(次数 300)が最適な衛星重力場モデルであることが分かった．現行の GGM02 モデ

ルと比べると，この衛星重力場モデルは，空間分解能が約 2 倍で，観測誤差は約 16 分の 1 であった．

FG5 絶対重力観測値との重力残差は， GGM02 モデルは 42.66mGal であったのに対し，

GO_CONS_DIR_R5 モデルは 38.92mGal であった．つまり約 1 割程度の精度向上が見られた．重力残

差の主な原因として，衛星重力観測では捉えきれていないローカルな地形の影響が考えられる．今後

は，デジタル標高データを用いて地形の重力的な効果を数値シミュレーションし，その有効な補正手

法について研究調査を行う予定である．  
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GEONET の解析戦略の高度化に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間 平成 26 年度～平成 28 年度 

地理地殻活動研究センター

宇宙測地研究室 

 

畑中雄樹  

 

1. はじめに  

GEONET の定常解析システムは，日本列島の地殻変動の監視や種々の応用に欠かせない基礎データ

を生み出している．現行の解析システム（以下，F3 解析システム）は，初代のシステム以来 3 回の主

要な改良を経た，第 4 版にあたるものである．この F3 解析システムが運用を開始した 2009 年から 5

年が経過し，その問題点や懸案が蓄積されてきた．例えば，F3 解析システムで採用されている参照系

や対流圏遅延モデルはやや古く，現在はより新しい参照系およびモデルが用いられるようになってい

る．また，GEONET のマルチ GNSS 対応化により取得されるようになった，GLONASS 等のデータを

定常解析に取り入れることによる精度向上も期待される．これらを踏まえて，本研究は，第 5 版の定

常解析システムの構築に向けた新たな解析戦略の確立を目的とする．  

 

2. 研究内容  

現行の定常解析の問題点および最新の技術動向を踏まえ，問題点の解決，解析戦略の高度化を図り，

新たな解析戦略を確立する．GEONET の定常解析戦略の改良に向けた評価と検討を行い，最新の解析

ソフトウェアと解析戦略に基づき，定常解析（最終解析，速報解析，迅速解析）を対象とする解析シ

ステムのプロトタイプを構築し，改良効果を評価する．  

今年度は，最新の対流圏遅延モデルによる改善効果，および，GLONASS を加えることによる GPS

補完効果の評価を行う．試験解析の解析対象は，GEONET の定常解析におけるバックボーン観測点（21

点），2014 年の 1 年分のデータとし，解析ソフトウェアは Bernese/BPE version 5.2 を使用する．  

2.1 最新の対流圏遅延モデルによる改善効果  

表-1 に示す 3 種類のモデルをそれぞれ適用して GPS データのみを用いて試験解析を行い，基線解

の再現性を比較する（以後の記述では，表-1 の第一列に示す記号によりモデルを区別する）．これらの

モデルのうち F3 解析システムにおいて適用されているのは NMF である．セッション長は 24 時間と

し，衛星軌道情報には IGS 最終暦を用いる．最低仰角は 15°および 10°とする． 

 

表-1 試験解析において適用した対流圏遅延モデル 

記号  マッピング関数  天頂静水圧遅延  備 考  

NMF NMF (Niell, 1996) Saastamoinen(1973) F3 解析システムで採用  

GMF GMF(Böhm et al., 2006a) GPT(Böhm et al., 2007) 気候値的モデル  

VMF VMF1(Böhm et al., 2006b)  ECMWF  日々のモデル  

 

2.2 GLONASS による GPS 補完効果の評価  

 GPS のみ，GLONASS のみ，GPS と GLONASS を組み合わせた試験解析を行い，それらの解（以後，

それぞれ，「GPS 解」，「GLONASS 解」，「結合解」と記す）を比較し，GLONASS による GPS 補完効果
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を評価する．解析は，まず，座標および対流圏遅延パラメータに関する正規方程式を GPS と GLONASS

のそれぞれについて独立に算出する．各正規方程式を，固定点座標値を与えて解くことにより GPS 解

と GLONASS 解をそれぞれ求め，2 種類の正規方程式を結合して解くことにより結合解を求める．セ

ッション長は 24 時間と 6 時間の 2 種類，衛星最低仰角は 15°および 10°の 2 種類とし，対流圏遅延モ

デルは GMF を用いる．衛星軌道情報については，24 時間セッションの場合は IGS 最終暦を，6 時間

セッションの場合は IGS 超速報暦を用いる．GLONASS 衛星の超速報暦は IGS から試験的に提供され

ているものを用いる．  

 

3. 得られた成果  

3.1 対流圏遅延モデルによる再現性の違い  

 3 種類の対流圏遅延モデルによる解析結果の差を礼文－与論基線（L=2297km）について評価すると，

NMF－GMF 間の差には年周的な季節変化成分が含まれ，その振幅は衛星最低仰角が 15°の場合に

1mm/2mm（水平／上下成分）程度，10°の場合に 2mm/3mm 程度に達する．一方，GMF－VMF 間の基

線解の差には，年周変化成分は見られない．  

 モデルによる基線ベクトル値の時系列のばらつきの違いを，分散の低下率（正が改善を表す）で評

価した．NMF から GMF に変えた場合（図-1 左）には，一部の例外を除き，全成分に改善傾向が見ら

れる．改善は衛星最低仰角が 10°の場合の南北成分に特に顕著で，分散低下率は最大 30%に達する．

一方，GMF から VMF に変えた場合（図-1 右）の分散値の変化は数%以内で，水平成分については改

善とも改悪とも言いがたいが，上下成分についてはやや改善傾向が見られる．  

 

  

図-1 対流圏遅延モデルを変えた場合の基線時系列の分散低下率(単位:%，黒／白：衛星最低仰角 10 ﾟ/15 ﾟ)．

NMF から GMF に変えた場合（左）および，GMF から VMF に変えた場合（右）．上／中／下段は，それ

ぞれ，南北／東西／上下成分である．横軸は，礼文局(950104)との基線を基線長順に整列させている． 

 

3.2 GLONASS による GPS 補完効果  

予備的な解析を行ったところ，GLONASS 解に，GPS 解にはないドリフトや周期約ノイズが顕著に

見られ，それが結合解に影響していた．このうち，ドリフトについては，蝕にある GLONASS 衛星の

影響であることが判明したので，以後の解析においては，GLONASS 衛星が蝕にある時間帯のデータ
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を解析から除外した．周期的ノイズについては，周期が約 8 日（衛星配置の繰り返し周期に近い），振

幅が基線長にほぼ比例すると特徴があるが，原因は今のところ特定されていないため，以後の解析結

果にも含まれる．解析ソフトウェアや設定の不具合の可能性も含め，原因を更に調査する必要がある．  

3 種類の解の座標時系列を比較すると，24 時間セッションの場合は，中距離基線について３種類の

解のばらつきが極めてよく類似していることが特徴的である．これは，これらのノイズの要因が衛星

システムによらず共通であることを示唆している．長距離基線については，GLONASS 解に前述の周

期的ノイズが卓越し，結合解にもそれが漏れこんでいる．  

6 時間セッションの場合（図-2）は，中・長距離基線の双方とも，GLONASS 解のばらつきは GPS 解

に比べ大きいが，結合解のばらつきは GPS 解に比べて小さくなっており，GLONASS による補完効果

が認められる．GLONASS 解と GPS 解の日内のばらつきには，共通な成分がある一方で違いも認めら

れる．6 時間セッションの解にも前述の周期的ノイズの影響が含まれるが，それ以外のノイズの方が

大きいため，結合解によってそれが軽減される効果の方が周期的ノイズの漏れこみによる改悪よりも

勝るためと考えられる．   

 

  

図-2 6 時間セッションによる基線解時系列の比較（衛星最低仰角：15 ﾟ，2014 年 1～4 月分）．左は中距離基線

（礼文－札幌，L=216km），右は長距離基線（礼文－与論，L=2297km）で，上／中／下段は，それぞれ，

南北／東西／上下成分である．各グラフには，上から順に，GLONASS 解，GPS 解，結合解を並べた．  

 

GPS 解に対する結合解の分散低下率を図-3 に示す．24 時間セッションの場合は，上下成分に改善傾

向が見られるが，南北成分は特に基線長が長くなるにしたがって改悪傾向が目立つ．これは前述の周

期的ノイズの影響と考えられる．一方，6 時間セッションの場合は，全基線・全成分について，改善

効果が顕著に認められる．  24 時間セッションの場合の補完効果が 6 時間セッションの場合に比べて

小さいのは，GPS 衛星のみでも衛星配置がよいため，GLONASS の追加による幾何学的条件の改善の

効果がより限定的であるためであろう．  

なお，これらの評価結果は，特に長基線において GLONASS 解の周期的ノイズの影響を大きく受け

ており，その原因が特定され周期的ノイズが軽減されれば，補完効果がより明瞭になる可能性がある． 
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図-3 GPS 解に対する結合解の基線解の分散低下率．左図は 24 時間セッションの場合，右図は 6 時間セッシ

ョンの場合である．各図の上／中／下段は，それぞれ，南北／東西／上下成分である．横軸は，礼文

(950104)との基線を基線長順に整列させている． 

 

4. 結論  

対流圏遅延モデルについては，GMF または VMF が，F3 解で現在使用されている NMF よりも優れ

ていることが示された．GMF と VMF の優劣の差は顕著ではないが，統計的には，VMF の方が上下成

分についてばらつきが小さい．  

今回の解析結果では，6 時間セッションの場合に，GLONASS による GPS 補完効果が特に顕著であ

ること，また，GLONASS 解が GPS 解の比較検証のために有効な場合があることが示された．ただし， 

GLONASS 解や結合解を算出できるのは，GEONET の大部分の観測局で GLONASS のデータを取得す

るようになった，2013 年 4 月以降に限られ，解析ソフトウェアが将来の GLONASS 近代化（CDMA 方

式への移行）に未対応であるなどの問題もあるため，これらに完全に依存することは薦められない．

長期にわたる観測の継続性・安定性に実績がある GPS 解を保持した上で，GLONASS 解や結合解を相

補的に用いてその長所を引き出すのが，現時点にける妥当なマルチ GNSS 対応戦略と思われる．  
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