
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 3 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 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． 

特別研究の最終年度である本年度は，昨年，一昨年の成果に基づき，電子基準点データ（電離層電

子密度）を用いた干渉 SAR 電離層補正手法を構築した．また，電子基準点データ（座標変化）を用い

た干渉 SAR 電離層補正手法を新たに構築した．さらに，これらの SAR 電離層補正手法を国土地理院

における「だいち 2 号」による干渉 SAR を用いた国土の地盤変動監視に用いられている解析ソフトウ

ェアである新 GSISAR で利用可能にするため，干渉 SAR 電離層補正ソフトウェアを構築するととも

に，新 GSISAR との間の必要なインターフェースを整備した．  

3. 得られた成果

3.1 電子基準点データ（電離層電子密度）を用いた干渉 SAR 電離層補正手法の構築

昨年度までの研究の結果，電離層誤差推定画像と SAR 干渉画像の平均振幅には相関が見られるも

のの，そのパターンの位置がずれる場合が多いことが明らかになった．そこで本年度は，まず，「だい

ち」干渉画像と擬似干渉画像のパターンのずれが発生する原因を調査した．その結果，GPS 衛星の視
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線方向の電離層電子密度情報から SAR 衛星の視線方向の電離層電子密度を内挿計算する際に，GPS 衛

星数の不足に起因した，内挿手法による電離層電子密度の計算値のばらつきが顕著に見られ，不適切

な内挿手法を選択した場合にずれが発生することが判明した．  

そこで，GPS 衛星の視線方向の電離層電子密度情報から SAR 衛星の視線方向の電離層電子密度を

内挿する際に，複数の内挿手法から適切なものを選択できるようにするとともに，GPS に加えて

GLONASS のデータを取り扱えるようにして，内挿手法による電離層電子密度計算値のばらつきを抑

えるように改良を行った．内挿手法としては，基底の種類とスムージングパラメータを変えた RBF 補

間（Radial Basis Function Interpolation）の 4 種類と，何番目に近い観測点まで使用するかを変えた IDW 

（Inverse Distance Weighted:）補間の 4 種類の，計 8 パターンから選択できるようにした．  

こうして構築した SAR 電離層補正手法について，電離層擾乱（TID, プラズマバブル）の影響を受

けている「だいち」の干渉画像 29 ペアを用いて補正効果を評価した．評価は，電離層誤差予測画像と

干渉 SAR 画像の相関係数及び誤差の低減率（画像の平均振幅が減少した割合）について行い，その結

果，電離層誤差の影響を概ね低減することが可能であることを確認した．補正の例と評価結果を図-1

に示す．  

 

 

図-1 電子基準点データ（電離層電子密度）に基づく干渉 SAR 電離層補正 

 

3.2 電子基準点データ（座標変化）を用いた干渉 SAR 電離層補正手法の構築 

一方，3.1 の手法だけでは電離層誤差の影響低減が困難な場合もあることが明らかになった．そのよ

うな場合に対処するため，電子基準点データ（座標変化）を用いた干渉 SAR 電離層補正手法を構築し

た．本手法は，SAR 干渉画像と電子基準点座標変化から計算される擬似干渉画像との差を電離層によ

るものと仮定し，電子基準点位置における電子基準点座標変化と干渉 SAR による視線距離変化が整

合するようにその差を画像全体に内挿し，それを補正画像として適用するものである（森下，2014）． 

「だいち」干渉画像を用いてこの手法の補正効果を評価した結果，電子基準点データ（電離層電子

密度）を用いた補正が困難な場合においても電離層誤差の影響低減が可能であることを確認した．代

表例を図-2 に示す．  
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図-2 電子基準点データ（座標変化）を用いた干渉 SAR 電離層補正例．白丸は電子基準点の位置． 

 

3.3 電子基準点データ（座標変化）を用いた干渉 SAR 電離層補正ソフトウェアの構築  

3.1，3.2 で開発した SAR 電離層補正手法を国土地理院における「だいち 2 号」による干渉 SAR を

用いた国土の地盤変動監視に用いられている解析ソフトウェアである新 GSISAR で利用可能にするた

め，干渉 SAR 電離層補正ソフトウェアを構築するとともに，新 GSISAR との間の必要なインターフェ

ースを整備した．特に補正手法の選択にあたっては，まず解析結果確認用の小さい干渉画像で 8 ケー

スの補正手法による補正を計算し，補正効果が最大になる内挿手法をその後の解析に選択できるよう

にした．また，ソフトウェアの整備に当たっては，新 GSISAR 及び干渉 SAR 電離層補正ソフトウェア

ともに GUI 上で直感的に操作できるように設計を行った．  

 

4. まとめ 

電子基準点データ（電離層電子密度）を用いた干渉 SAR 電離層補正手法について，SAR 衛星の視線

方向の電離層電子密度を内挿計算する際に，8 パターンの内挿手法から適切なものを選択できるよう

にするとともに，GPS に加えて GLONASS のデータを取り扱えるようにして内挿手法による電離層電

子密度計算値のばらつきを抑えるよう，手法を改良した．また，この手法でも補正しきれない電離層

誤差の影響を低減するために，電子基準点位置における電子基準点座標変化と干渉 SAR による視線

距離変化が整合するようにその差を画像全体に内挿し，それを補正画像として適用する補正手法を新

たに構築した．さらに，これらの SAR 電離層補正手法を国土地理院における「だいち 2 号」による干

渉 SAR を用いた国土の地盤変動監視に用いられている解析ソフトウェアである新 GSISAR で利用可

能にするため，干渉 SAR 電離層補正ソフトウェアを構築するとともに，新 GSISAR との間の必要なイ

ンターフェースを整備した． 

本年度までの成果により，本特別研究の目標である，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の構築が達成できた．

このシステムは，国土地理院で実施する干渉 SAR による国土の地盤変動監視において定常的に用い

られ，地盤変動のより正確で詳細な情報の安定的な取得を可能とすることで地盤変動監視の信頼性向

上に寄与することが期待される．  

一方，GPS 以外の測位衛星を追加した場合の干渉 SAR 電離層補正効果の向上に関する評価につい
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ては，まだ実データによる評価が十分に行われていないため，今後評価を継続して実施する必要があ

る．また，最近 SAR データのみを用いた電離層補正手法の有効性が論文上で報告されており，今後の

研究の進展を注視する必要がある．

参考文献
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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 
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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 2 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）．また，地震

や火山活動による地殻変動や，対流圏遅延，固定点固有のノイズなど，空間的に相関のあるシグナル

は，複数の観測点で得られる変位時系列に対して経験的直交関数解析（EOF 解析）を行うことによっ

て分離することが可能である（Munekane, 2012）．  

そこで，平成 27 年度は EOF 解析の一種である独立成分分析を用いて，変位時系列から地殻変動に

よる信号を抽出し，信号対雑音比を向上させる手法を検討した．

3. 得られた成果

独立成分分析は，信号処理の分野で発達した手法で，観測された時系列データが，複数のソースの
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組み合わせからなると仮定し，それらを分離する手法である．独立成分分析においては，観測時系列

x を，次のように n 個の独立成分時系列の和として表現する．  

( ) = ( ) + ( ) +⋯+ ( )  

or 

( ) = ( ) 

ここで， は混合行列，s は独立成分時系列である．独立成分は，x が事前に中心化（平均ゼロ化）さ

れていると仮定した上で，それぞれの s を非正規分布となる軸に沿って選択したものとして定義され

る．そのため，独立成分の各成分は直交している必要は無く，成分間に相関があっても良いのが特徴

である．このようにして，観測時系列を混合行列と独立成分に分解することで，複数のソースからの

寄与を個別に得ることが可能となる．  

 GNSS で観測される火山性地殻変動には，数ヶ月間の長期間にわたるものから，数時間で発生する

ものまで，非常に広い帯域の地殻変動が含まれている．その中には，プレート沈み込みの影響や，地

殻のブロック運動のような長期的に発生するものから，対流圏遅延の影響なども含まれる．今回，こ

れらが分離可能かを検討した．  

 そこで，今年度はまず箱根火山周辺の電子基準点，気象庁 GPS 観測点，温泉地学研究所 GPS 観測

点合計 17 点に対して独立成分分析を適用した．特に，上下成分は気象の影響が大きく含まれるため，

まず水平成分から混合行列を推定し，その後上下成分については，水平成分から推定された混合行列

を固定した上で独立成分を推定した．その結果得られた，電子基準点「箱根」におけるそれぞれの独

立成分による変位時系列を図-1 に示す．これを見ると，第 1 成分に余効変動の影響が，第 2 成分に火

山性地殻変動，第 4 成分に年周変動と思われる成分が抽出されているのが分かる．特に，上下成分の

ノイズが大きく低減されているのが分かる．ただし，第 5 成分は 2016 年 1 月頃の大きなばらつきに

よって抽出されたノイズであろうと考えられる．その他の成分についてもノイズであると思われる．

また，それぞれの独立成分の寄与率を見ると，これまでみてきた第 5 成分までで累積寄与率が 74%で

あった．  

 

 
図-1 独立成分毎に分解した電子基準点「箱根」の変位時系列．灰点は処理前の時系列，黒丸は独立成分毎

の変位時系列を示す． 
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図-2 独立成分毎の寄与率． 

 

4. 結論  

火山周辺の地殻変動時系列から独立成分を推定し，火山性地殻変動と思われる地殻変動のみを抽出

することに成功した．これによって，東北地方太平洋沖地震によって広範囲に発生している余効変動

の影響も取り除くことが可能であった．また，特に気象の影響を強く受ける上下変動のばらつきは，

推定成分のみから混合行列を推定することで大きく減少させることが可能であることが分かった．今

後は，今回開発した独立成分分析による誤差低減手法を GNSS キネマティック解析によって得られる

変位時系列に適用し，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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精密単独測位型 RTK（PPP-RTK）を用いたリアルタイム地殻変動把握技術 
の開発（第 1 年次） 

実施期間 平成 27 年度～平成 29 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．地殻変動

監視で RTK を導入する場合，より高い精度を実現するため，基準局との相対的な位置を求める相対測

位が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，広域を対象とする場合，複数の基準局を設けて基準局と観測局との距離が長く

ならないようにする必要があるが，それでは絶対的な地殻変動量の把握が困難となること，また，観

測局数の増大に伴う計算負荷の増大が著しくなるため，大規模化や複数衛星データの利用（マルチ

GNSS 化）を要するシステム構築が困難であること，などの問題点があった． 

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．PPP-RTK とは，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，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ていることから，将来的には，電子基準点

におけるリアルタイム地殻変動把握業務への応用が期待されている．

しかしながら，現時点では，PPP-RTK において安定的に AR を行う手法の開発やマルチ GNSS への

対応など技術的な課題が残され，安定した精度（座標再現性）を実現する手法まで到達しておらず，

実用的な段階にはない．また，将来的なリアルタイム地殻変動把握業務での実運用を想定した，地殻

活動時における地殻変動把握能力，異常値の発生頻度などの評価，あるいは，外部機関からの GNSS

衛星の精密な軌道および時刻情報が途絶した場合に，GEONET データのみを用いてそのような情報を

安定的に生成できるか，などの評価は行われていない．

以上のことから，PPP-RTK を用いてより安定した測位精度を実現するために必要となる技術を開発

するとともに，それを適用して PPP-RTK によるリアルタイム地殻変動把握のためのプロトタイプシ

ステムを構築し，実運用を想定した評価を通じて改良を加え，完成させることが必要である．

2. 研究内容

本研究では，PPP-RTK において安定した座標再現性を実現するために必要となる技術開発（安定的

なリアルタイム AR 手法，マルチ GNSS 測位安定化手法の開発）を行う．また，電子基準点データか

ら PPP-RTK に必要となる補正情報（衛星軌道・時刻情報・AR のための補正情報）を生成する手法を

開発する．次に，それらの手法に基づいて PPP-RTK によるリアルタイム地殻変動把握のためのプロト

タイプシステムを構築し，実運用を想定した評価を通じて改良を行い，完成させる．
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本年度は，キネマティック PPP-AR 法によるリアルタイム地殻変動監視に向け，後処理で補正情報

を生成するシステムを構築し，その測位性能を調査する実験計画を立案したので，その内容について

報告する．  

 

3. 得られた成果  

後処理で補正情報を生成するシステムは，国土地理院で開発された GSILIB（古屋他，2014）を用い

る．生成する補正情報は，衛星時計および single difference Fractional Carrier Bias （SD-FCB）とする．

衛星軌道については IGS から公開される超速報暦の予測部分を用いることで代用できるため，本シス

テムでは生成しないものとした．  

次に，GSILIB によって生成した補正情報を用いて，電子基準点データ 100 点についてキネマティッ

ク PPP-AR 測位解析を，整数不確定性の決定をした場合およびしない場合の 2 通りについて行う．ま

た，外部機関により公開されている補正情報を用い，同様にキネマティック PPP-AR 測位解析を，整

数不確定性の決定をした場合およびしない場合の 2 通りについて行う．  

以上の解析で得られた電子基準点の座標時系列について，座標再現性，アウトライヤーの発生数，

初期化発生頻度，および初期化が起こった場合の復帰時間について評価を行い，本システムで生成し

た補正情報の性能として取りまとめる．  

 

4. 結論  

キネマティック PPP-AR 法によるリアルタイム地殻変動監視に向け，まずは後処理で補正情報を生

成するシステムを構築し，その測位性能を調査する実験計画を立案した．この実験計画を元に，現在

外注作業により評価作業を実施中であり，その成果は次年度に予定している補正情報生成システムの

リアルタイム化作業において反映される予定である． 

 

参考文献  

古屋智秋，酒井和紀，万所求，辻宏道，畑中雄樹，宗包浩志，川元智司（2014）：GSILIB の開発，国

土地理院時報，125，125-131． 
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将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第 4 年次） 

実施期間 平成 24 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 宮崎 隆幸

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．

第 4 年次においては，地震発生後に地下のマントルの流体的性質によって進行する継続的な地殻変

動であるマントル粘弾性緩和の効果をモデル計算によって見積り，高さの基準であるジオイドの変化

や基準点の高さ方向の変動の時空間分布を把握することで，余効変動の影響の評価を行った．

粘弾性緩和の計算は Wang(2006)の手法に基づいて実施した．使用した断層モデルはカルフォニア大
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学サンタバーバラ校（UCSB）から提供されているすべり分布モデル（model III）である（Shao et.al, 

2011）．地下の粘性構造は完全弾性を仮定した地表地殻部分とその下の粘弾性物質部分の 2 層を仮定

し，弾性層－粘弾性層の境界の深さを 40km に設定した．粘弾性層の粘性率は計算結果に大きく影響

を及ぼすパラメータであり，可能な限り精密に決定する必要がある．本課題では，地震発生前後の東

日本に存在するいくつかの GEONET 観測点時系列データから，その変動を最もよく説明する値を採

用することで粘性率の決定を試みた．

3. 得られた成果

「八郷」，「いわき」，「丸森」，「女川」，「釜石」，「久慈」，「江刺」，「小野田」，「宮城川崎」の各 GEONET

観測点における F3 解楕円体高データについて機器のメンテナンス等に伴うオフセットを補正した後，

地震前の時系列データから線形トレンド，年周変動，半年周変動成分を推定した．それらの推定値を

地震後の時系列データに補正することで，地殻変動の定常成分を除去した時系列データを作成した．

使用したデータ期間は各観測点の設置時期により異なるが，1996 年 3 月あるいは 2003 年 3 月から

2016 年 2 月 20 日までである．  

地震直後の地殻変動では余効すべりの寄与が大きく，数ヶ月～1 年程度の時間をかけて余効すべり

の寄与が徐々に減少し，粘性緩和の寄与が支配的になることが知られている．そこで，本課題では地

震後 700 日以降の GEONET 時系列データは粘弾性緩和に伴う地殻変動量が支配的であると考え，地

震後 700 日以降の時系列と，粘性率を様々に変えて計算した複数の粘弾性緩和による上下変動のモデ

ル計算結果とを比較し，  GEONET 時系列データを最もよく説明する粘性率を求めた．

例として図-1 に電子基準点「いわき」における計算結果を示す．横軸は地震発生時からの日数，縦

軸は各 GEONET 観測点の高さである（単位:m）．プロットは線形トレンドおよび年周・半年周変動を

補正した時系列データ，各曲線はそれぞれの粘性率（単位 Pa･s）における高さの変動のモデル計算値

である．いずれの系列も地震発生後 700 日の値が縦軸 0 となるようにオフセットを与えている（図-1

中の縦実線は地震発生後 700 日を示す）．  

図-1 電子基準点「いわき」における上下変位と粘弾性緩和のモデル計算結果 
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 解析の結果，すべての観測点の上下変動を説明する共通の粘性率は存在しなかったが，各観測点で

推定される粘性率はおおむね 1×1018Pa･s から 3×1018Pa･s の範囲であった．粘性率の推定値が観測点

によってばらつく原因としては局所的な粘性率の変動や地球の曲率の影響，リソスフェアの沈み込み

帯の構造を二層で近似した影響などが考えられる．

図-2 に粘性率を 2×1018Pa･s としたときの地震発生から 10 年後の上下変動を示す．地震時に発生し

た地殻変動は含まれておらず，地震後の粘性緩和に伴う変化量をあらわしている（単位:m，コンター

間隔 0.1m，正の値は隆起，負の値は沈降を示す）． 

図-2 地震発生後 10 年時点の粘弾性緩和による上下変動量 

三陸･福島県沿岸域を中心に 50cm 程度の隆起が予測されるが，プレート固着に伴う沈み込みの効果

を考慮すると実際に起りうる沿岸部の隆起は計算値も小さくなると考えられる．一方，東北地方の内

陸部においても 10cm 近い隆起が予想され，粘弾性緩和の影響は極めて広範囲に及ぶという結果とな

った．

高さの基準であるジオイド高も粘弾性緩和の影響を受けて長期にわたり変化する．図-3 に粘性率を

2×1018Pa･s としたときの地震後 10 年の時点のジオイド高の変化を示す（単位 :m，コンター間隔

0.001m=1mm）．陸域における地殻の伸び歪みの結果，重力は小さくなりジオイド高の値は大きくなる．

ジオイド高の変化は極めて広範囲で引き起こされるが，変化量は陸域で数 mm 程度である．ただし三

陸沿岸部では約 8mm の変化となり，その後の粘弾性緩和の進行によっては無視できなくなる可能性

がある．

このような広範囲にわたるジオイドの監視には航空機あるいは人工衛星を用いた重力観測が効果的

である．信頼性の高い測地基準系の維持のためにはこれらの技術を用いて重力およびジオイドの時空

間分布を把握することが不可欠である．
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図-3 地震発生後 10 年時点のジオイド変化量 

4. 結論

2011 年東北地方太平洋沖地震を事例として地震によるマントル粘弾性緩和の影響を見積もった．そ

の結果，地震後長期かつ広範囲にわたって変動が続き，地震発生から 10 年の時点で三陸･福島県沿岸

部で 50cm 程度の隆起が予測されるほか，東北地方内陸部においても 10cm 程度の隆起が見込まれる． 

高さの基準であるジオイドも長期にわたって変化するが，その変化量は地震後 10 年の時点で陸域

において mm オーダーであり，測地基準系に与える影響は比較的小さい．ただし，その後もジオイド

の変動はゆっくりと進行するため，信頼性の高い測地基準系を維持するためには航空機や測地観測衛

星による重力データを用いるなどして注意深く監視を続ける必要がある．

参考文献

Shao, G., Liu, X., Ji, C. and Maeda, T. (2011): Focal mechanism and slip history of the 2011 Mw 9.1 off the 

Pacific coast of Tohoku Earthquake, constrained with teleseismic body and surface Waves, Earth Planets 

Space, 63, 559–564.  

Wang, R., F. Lorenzo-Martin and F. Roth (2006): PSGRN/PSCMP - a new code for calculating co- and post-

seismic deformation, geoid and gravity changes based on the viscoelastic-gravitational dislocation theory, 

Computers and Geosciences, 32, 527-541. 
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GEONET の座標時系列に含まれる誤差に関する研究 
（第 3 年次） 

実施期間 平成 25 年度～平成 29 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，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．

GEONET の解析に含まれる誤差については，特別研究「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」をはじめ，先行研究において詳しく分析されてきた．それによ

ると，誤差要因のうち主要なものはマルチパス誤差および大気擾乱に伴う誤差である．また，最近

では電子基準点の一部において，近隣の携帯電話の基地局からの電波による干渉によると推察され

る誤差が観測され，問題となっている．これらの誤差については，ある程度定性的な評価が可能に

なったものの，定量的な評価にはまだ至っていない．

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，前述の誤差要因について，

定性的な理解をさらに深めるとともに，定量的な評価手法について検討を行う．

2. 研究内容

GEONET の解析に含まれる，マルチパス誤差，大気擾乱に伴う誤差や携帯電話の基地局からの電波

干渉による誤差などについて，定性的な理解をさらに深めるとともに，定量的な評価手法について検

討を行う．

本年度は GEONET の解析に含まれる携帯電話の基地局からの電波干渉による誤差について，キネ

マティック座標解を用いたスペクトル解析を行い，その特性について評価を行う．

3. 得られた成果

携帯電話の基地局からの電波干渉による誤差は，主に上下成分に発生し，周期 2～3 週間の規則的な

変化をもたらす（宗包，2015）．また，その振幅は時間の経過に伴い変化する（図-1）．この誤差の特

性を評価するために，より高い時間分解能をもつキネマティック GPS 時系列を用いたスペクトル解析

を行い，誤差の影響が見られる期間および見られない期間のスペクトルを比較する．

そのため，電波干渉の影響を受けている観測点と，その近傍で影響を受けていない参照観測点との

間の相対基線について，キネマティック GPS 解析を行った．解析には米国マサチューセッツ工科大学

で開発されているソフトウェア track を用い，解析のインターバルは 30 秒とした．  

試行的に，図-1 で紹介した電子基準点函館について，電波干渉の影響を受けている期間（2014 年 1-

4 月）と受けていない期間（2012 年 1-4 月）について，Lomb-Scargle 法によりスペクトルを計算した．

参照観測点としては，5km 程度離れていて電波干渉の影響を受けていない P 函館を用いた．  

図-2 に，計算されたスペクトルを示す．誤差の影響は東西成分および上下成分において顕著である．
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周期が一日（1.16×10-5Hz）を超えたあたりから影響が増大することがわかる． 

図-1 携帯電話基地局からの電波干渉を受けていると考えられる観測点（電子基準点函館）のスペクト 

ル．上下変動成分において，2013 年 3 月末以降 3 週間ほどの周期を持つ変動が見られる．

図-2 電子基準点函館のキネマティック座標解（30 秒サンプリング）のスペクトル．黒破線

が 2012 年 1-4 月，赤実線が 2014 年 1-4 月のもの． 

4. 結論

携帯電話の基地局からの電波干渉による誤差について，キネマティック座標解を用いたスペクトル

解析を行い，その特性について評価を行った．その結果，東西成分，上下成分に影響が大きいこと，

また，周期 1 日を越えるあたりから影響が増大すること，などの特性が明らかになった．  

参考文献

宗包浩志（2015）：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），平成 26 年度調査研究年報．  
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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 2 年次） 

実施期間 平成 26 年度～平成 29 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

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 27 年度には電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）で GLONASS が測位に組み込

まれるなど，これまでに広く用いられてきた GPS に加え，複数の衛星測位システムを用いたマルチ

GNSS 解析が徐々に実務に取り入れ始めている．International GNSS Service（IGS）においても，Multi-

GNSS Experiment（MGEX） pilot project においてマルチ GNSS に対応した精密暦の提供を開始した他，

本格的なマルチ GNSS データの保存に対応した RINEX 3.03 形式もリリースされ，マルチ GNSS デー

タの普及がすすんでいる．だが，これまで RINEX ファイルの前処理や品質管理に広く用いられてきた

clockprep, teqc, gpstk 等のソフトウェアはまだマルチ GNSS データや RINEX 3 形式には完全に対応し

ておらず，マルチ GNSS の品質管理が十分にできない状況である．

そこで，平成 27 年度においては，サイクルスリップの検知及び修正を行うことが可能なソフトウェ

アを開発したのでその概要を報告する．

3. 得られた成果
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本ソフトウェアは，クロックジャンプ補正，サイクルスリップ修正を行うことが可能な他，IONEX

ファイルを追加で読み込むことにより STEC 推定値を出力することも可能である．使用言語はオープ

ンソースソフトウェアである python3 で，有償のソフトウェアは用いていない．また，本ソフトウェ

アは RINEX 2.10，2.11，2.12，3.0X をサポートし，マルチ GNSS に対応している（図-1）．RINEX ファ

イルの処理の際は，まずクロックジャンプ補正を行い，その後サイクルスリップ修正処理に移る．サ

イクルスリップ修正後は，搬送波位相観測値が滑らかに結合されるため，電離層全電子数（TEC）の

推定も可能となる．GUI の実装は行っていないが，これらの処理は IPython などで容易に実行し，結

果を可視化することができる（図-2）．

まずクロックジャンプ補正について説明する．多くの受信機は，内部時計が GPS 時刻とずれるのを

防ぐため，その誤差が 1 ミリ秒を越える毎にタイムタグに 1 ミリ秒ずつ加算する等の処理を行ってい

る．クロックジャンプは，これが一定のタイミングで正秒へとリセットされる受信機において発生す

る．この際，受信機時計誤差のリセット分だけ疑似距離がシフトされる．これはサイクルスリップで

発生するトビよりはるかに大きいため，サイクルスリップ修正前にあらかじめ補正しておく必要があ

る．本ソフトウェアでは，クロックジャンプによるトビを滑らかにつなぐよう，まず疑似距離に 0.5 ミ

リ秒相当以上のトビが生じている箇所を抽出して 1 ミリ秒単位に丸めて補正し，次にタイムタグの 1

ミリ秒単位の時計誤差が積算値となるように修正を行う．

クロックジャンプ補正が行われた後は，搬送波位相に含まれるサイクルスリップを検出し，整数

cycle 分のトビを推定して補正する．サイクルスリップの検出は Melbourne Wubbena（MW）線形結合

及び Geometry Free（GF）線形結合の 2 種類の線形結合を用い，それらに含まれるトビ値を抽出するこ

とで行う．サイクルスリップが検出された場合は，MW 線形結合，GF 線形結合のジャンプ量をサイク

ルスリップが発生した前後 20 エポックのアークから抽出し，それら 2 つの観測量を用いてまず最小

二乗法で L1，L2 搬送波位相のトビ値を整数値で求める．次に，その値をもとに前後 200cycle の範囲

でグリッドサーチを行い，最適なサイクルスリップ量を計算する．最後に，残差を確認して検証を行

う．これらの処理フローの概要とデフォルトで用いられるパラメーターは表-1 に示すとおりである．

これらのパラメーターはユーザーが個別に設定することも可能である．

また，サイクルスリップ推定後にグローバル TEC マップ（IONEX）ファイルを読み込み，受信機直

上の電離層全電子数（VTEC）及び衛星視線方向の電離層全電子数（STEC）を推定することも可能で

ある（図-3）．STEC は，コードスムージングを行ったコード疑似距離の GF 線形結合と次の式のよう

な関係がある．

( ) = 40.31 1 − 1 × ( ) + +
ここで， ， はそれぞれ L1，L2 搬送波の周波数，， はそれぞれ衛星，受信機を表す．さらに， =

( ) ∙ であることから，衛星 を IONEX に含まれる推定値に固定し，複数の衛星の GF 線形

結合の値を同時に使用することで受信機 を推定することができる．ここでは，1 日分の全衛星の

観測データからの平均的な を推定値とした．

このようにして IGS 観測点 TSKB で 2011 年 3 月 11 日の VTEC 及び STEC を推定した結果を図-3 に

示す．昼頃に TEC が増加し，夜にかけて減少していくのが分かる（図-3 左）．また，この期間に発生

した地震による電離層擾乱も明瞭に捉えている（図-3 中，図-3 右）．このように，本ソフトウェアで

推定した TEC 推定値は，電離層擾乱の監視や，衛星からの信号に含まれる電離層遅延量の補正にも利

用可能であると考えられる．
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図-1 ソフトウェアの概要．

表-1 サイクルスリップ修正処理フロー． 

図-2 ソフトウェアを用いて，クロックジャンプ補正（左）及びサイクルスリップ修正（右）を行ったところ．
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図-3 IGS 点「TSKB」において推定された VTEC（赤）及び STEC（青）計算結果．横軸は GPST，縦軸は

TECU．全衛星の推定値（左）と，東北地方太平洋沖地震前後の G15 衛星（中），G28 衛星（右）の

STEC 推定値．地震の影響と思われる電離層擾乱を確認することができる．

4. 結論

マルチ GNSS データに対応した RINEX 前処理ソフトウェアを開発した．今回示した MW 線形結合

及び GF 線形結合のトビを用いたサイクルスリップ修正手法で，2 周波以上のチャンネルを持つ受信

機のデータであれば，サイクルスリップの検知及び修正が可能である．これは，サイクルスリップに

よる精度劣化が顕著なキネマティック解析において，品質管理のツールとしても非常に有用であると

考えられる．また，VTEC，STEC，受信機 DCB を推定する機能も実装しており，電離層擾乱の監視に

も利用可能となっている．今後は，実行，可視化が容易となるよう GUI の実装等を行っていく予定で

ある．
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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 2 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 中川 弘之

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，初期化時間の評価など，実際の測量作業を想定した評価を通じた網羅的な評価が

必要となる．本研究ではそのような評価を試行し，現状での問題点を抽出する．

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 AR を行わない PPP-RTK について，まず，PPP-RTK の座標値のばらつきに対する各種補正

の効果を検証するために，2 点の電子基準点のリアルタイム GNSS データ（1 秒データ）を用いて， 

補正を適用しない場合，DCB（Differential Code Biases）補正1のみを適用する場合，DCB 補正に加えて

潮汐補正（固体地球潮汐補正・海洋潮汐加重補正）を適用する場合の 3 ケースについて，解の東西，

南北，上下成分の時系列の標準偏差を比較し，補正の効果を検証した．なお，本研究は，平成 27 年度

部会研究員の研究課題として実施した．

1GNSS 衛星から送信される C/A コードや P コードの送信遅延量の差を DCB（Differential Code 
Biases）といい，これを補正することを DCB 補正という．
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次に，PPP-RTK における初期化時間を見積もるために，16 点の電子基準点について PPP-RTK によ

る 24 時間の観測を 15 日間実施し，解の東西，南北，上下成分において解の時系列が安定するまでの

時間（これを本稿では「初期化時間」とする）を見積もった．

なお，本稿の解析には，RTKLIB（Ver. 2.4.2）（Takasu，2014）を使用した．  

3. 得られた成果

3.1 各種補正の効果

92110（つくば 1）及び 940002（興部）のリアルタイム GNSS データを用いて，2015 年 11 月 17 日

～12 月 6 日のうちの連続した任意の期間について解析を実施した．使用衛星は GPS のみとし，仰角

マスクアングルは 8°とした．解析には 2 周波による電離層フリー線形結合を使用し，対流圏遅延は天

頂遅延量と水平勾配パラメータを推定した．また， DCB 補正には Bern 大学の web ページ

（http://aiuws.unibe.ch/spec/dcb.php）において公開されている補正ファイルを使用した．

電子基準点 92110 についての時系列グラフを図-1 に，各観測日・成分・補正の有無ごとの時系列の

標準偏差を表-1 に示す．  

各種補正なし DCB 補正のみ 

DCB 補正及び固体地球潮汐補正・海洋潮汐荷重補正 

図-1 電子基準点 92110 の座標推定値の時系列．横軸 1 目盛りは 3 時間．縦軸のスケールは±1.0m 

補正を行わなかった場合には，水平（東西及び南北）方向の標準偏差が約 20cm~30cm，上下方向の

標準偏差が約 30cm~40cm となった．両観測点ともに約一日周期で上下方向に約 50cm 程度の振幅の変

東西成分 

東西成分 

東西成分 

南北成分 南北成分 

南北成分 

上下成分 上下成分 

上下成分 
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動がみられたが，これは衛星の回帰周期または潮汐由来の誤差だと考えられる．

一方，DCB 補正を適用した解析結果については水平（東西及び南北）方向で約 4cm，上下方向で約

10cm 程度の標準偏差となった．これらは補正なしの結果と比較して五分の一程度となっており，DCB

補正が有効であることが確認できた．

さらに海洋潮汐荷重及び固体地球潮汐の補正を加えた結果，水平（東西及び南北）方向の標準偏差

が約 2~3cm 程度，上下方向の標準偏差が約 8cm 程度となり，DCB 補正のみを行った結果と比較して

わずかながら標準偏差が小さくなった．

上記の結果を，従来の RTK-GPS 測量の公称精度である 2cm＋2ppm×D と比較すると， PPP-RTK に

おいて DCB 補正，固体地球潮汐補正及び海洋潮汐荷重補正を施すことにより，上下方向ではやや劣る

ものの，水平方向では従来の RTK-GPS 測量に近い精度が得られることが示された．  

表-1 各種補正に対する時系列解の標準偏差 

3.2 初期化時間の見積もり 

PPP-RTK の初期化時間の日変化や観測点による変化を見積もるために，表-2 に示す全国 16 点の電

子基準点のリアルタイムデータを用いて，24 時間の連続観測を 15 日間実施し，初期化時間をとりま

とめた．解析は 3.1 と同じ条件で行い，DCB 補正，固体地球潮汐補正，海洋潮汐補正を適用した．  

初期化時間は以下の考え方に従って見積もった．東西成分，南北成分，上下成分の，各 1 秒エポッ

クの標準偏差の値を，その解の安定性の指標と考える．この値は観測開始時には 10m 前後の非常に大

きな値を示すが，時間とともに減少し，ある一定の値の周辺に落ち着く．そこで，観測時間 24 時間の

うち，後半の 18 時間の標準偏差の平均値を閾値にして，標準偏差の時系列の 1 時間の移動平均が初

めてその閾値を下回るまでの時間を初期化時間とした．結果を図-2 に示す．

この結果からは，東西成分は 3000 秒～6000 秒，南北成分及び上下成分は 2000～3500 秒と，1～2 時

間程度で収束することがわかる．この結果からは，ある観測点だけが顕著な値を示したり，あるいは

2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19
（17時間） （24時間） （24時間） （17時間） （24時間） （24時間）

0.2108 0.2516 0.2055 0.3094 0.2875 0.2735
2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23 2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23
（20時間） （24時間） （24時間） （24時間） （20時間） （24時間） （24時間） （24時間）

0.0363 0.0396 0.0413 0.0490 0.0560 0.0338 0.0296 0.0403
2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06 2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06
（23時間） （24時間） （24時間） （23時間） （24時間） （24時間）

0.0454 0.0351 0.0248 0.0246 0.0277 0.0269

2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19
（17時間） （24時間） （24時間） （17時間） （24時間） （24時間）

0.1002 0.1447 0.0973 0.1554 0.1314 0.1169
2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23 2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23
（20時間） （24時間） （24時間） （24時間） （20時間） （24時間） （24時間） （24時間）

0.0874 0.0198 0.0206 0.0265 0.0304 0.0261 0.0282 0.0332
2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06 2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06
（23時間） （24時間） （24時間） （23時間） （24時間） （24時間）

0.0316 0.0163 0.0217 0.0387 0.0297 0.0265

2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19
（17時間） （24時間） （24時間） （17時間） （24時間） （24時間）

0.4206 0.2809 0.2659 0.4719 0.2725 0.2751
2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23 2015/11/20 2015/11/21 2015/11/22 2015/11/23
（20時間） （24時間） （24時間） （24時間） （20時間） （24時間） （24時間） （24時間）

0.1171 0.0819 0.1098 0.1459 0.0765 0.0725 0.0973 0.1307
2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06 2015/12/04 2015/12/05 2015/12/06
（23時間） （24時間） （24時間） （23時間） （24時間） （24時間）

0.1200 0.0732 0.0972 0.0982 0.0720 0.0849

DCB補
正

＋潮汐

東西成分
（ｍ）

南北成分
（ｍ）

上下成分
（ｍ）

92110（つくば１） 940002（興部）

補正なし

DCB補正

DCB補
正

＋潮汐

補正なし

DCB補正

DCB補
正

＋潮汐

補正なし

DCB補正
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ある観測日だけが 著しく高い（低い）値を示すといったことは見当たらない．

表-2 初期化時間の見積もりに使用した電子基準点一覧 
940002 興部 940045 富岡 940060 美濃 940082 室戸

940018 室蘭 940048 中道 940069 和歌山海南 940090 大分佐伯
940030 男鹿１ 940054 内灘 940074 松江 940098 枕崎
940037 利府 940057 宮津 940079 下関 92110 つくば１

図-2 初期化時間の日変化 

4. 結論

PPP-RTK において，DCB 補正，固体地球潮汐補正及び海洋潮汐荷重補正を導入することで RTK-GPS

測量の公称精度に近い精度が得られることが示された．一方で，解が安定するまでにいずれの成分も

一時間程度かそれ以上の時間がかかりうることが示された．今後 PPP-RTK を測量に使用するにあた

っては，初期化時間の短縮を図ることが必要である．

参考文献 

生田目隆明（2015）：精密単独測位 RTK 法の実用化に関する研究，平成 27 年度部外研究員報告書． 

Takasu, T. (2014): RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning，http://www.rtklib.com 

(accessed 10 Mar. 2016)． 
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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 2 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．平成 18 年に打ち

上げられた地球観測衛星「だいち」は平成 23 年 5 月に運用を停止したが，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，地盤変動の監視を実施している．  

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，結果の信頼性を損なう一因となっている．

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（宗

包，2007, 2008 , 2009）．前述の通り，「だいち」は平成 23 年 5 月に運用を停止し，現在では「だいち

2 号」を用いた地殻変動監視を実施しているため，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，昨年度構築した衛星軌道推定システム（宗包，2014）を用い， SAR 衛星「だいち 2 号」

の軌道決定を試行した．

3. 得られた成果

本研究で構築した衛星軌道推定システムは，商用の衛星軌道推定ソフトウェアである，van Martin 社

の MicroCosm をベースにしている．  

解析手順は以下の 3 ステップからなる．  

ステップ 1：GPS データ前処理および GPS 衛星軌道パラメータ推定

1）Fixclock プログラムによる地上基準局 GPS データの時刻補正およびサイクルスリップ補正

2）GDF プログラムによる二重位相差の形成

3）CNTL および EXEC プログラムによる GPS 衛星軌道パラメータ推定

ステップ 2：近似的な衛星位置情報に基づく衛星軌道パラメータの概略値推定

1）SP32PCE プログラムおよび TDF プログラムによる衛星位置情報（sp3 フォーマット）のフォ

ーマット変換

2）CNTL および EXEC プログラムによる衛星軌道パラメータの概略値推定
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ステップ 3：衛星軌道パラメータの精密推定

1）Fixclock プログラムによる衛星 GPS データの時刻補正およびサイクルスリップ補正

2）GDF プログラムによる地上および衛星 GPS データ間の三重位相差の形成

3）CNTL および EXEC プログラムによる衛星軌道パラメータの精密推定

本システムを用い， SAR 衛星「だいち 2 号」の軌道決定を試行した．軌道決定に必要な衛星搭載

GPS データおよび衛星の概略軌道については JAXA との協定に基づき提供されているものを用いた．

また，地上基準局としては国際 GNSS 事業により GNSS データが公開されている観測局のうち，地殻

変動の影響が少ない 20 点を用いた．2015 年 1 月 9 日の衛星搭載 GPS データを解析した結果，最終的

に標準化残差が 3 弱と，ある程度良好な推定ができた．得られた衛星位置は，同時刻の JAXA による

推定値に比べて数 m のオフセットを有するが，この大部分は，本解析において衛星重心位置と衛星搭

載 GPS のアンテナ位置とのオフセットを考慮していないことに起因すると考えられ，SAR 干渉解析

への適用においては問題にならないと思われる．

4. 結論

商用の衛星軌道推定ソフトウェアである，van Martin 社の MicroCosm をベースに衛星軌道解析シス

テムを構築し，「だいち 2 号」搭載の GPS データを処理して軌道を推定することに成功した．

今回の軌道推定はあくまで試行的なものであり，地上基準局の選定や，衛星力学モデルの構築など

において最適化の余地が多く残されている．今後，アンテナオフセットを考慮した，JAXA による衛

星位置の推定値との比較や，干渉 SAR 処理への適用による評価を通じて本システムを最適化する予

定である．また，本システムを定常的に運用するためには自動化が必須であるが，現時点では手作業

による設定ファイルの編集が必要な箇所が残っており，解析の自動化にはいたっていない．今後自動

化を行うための改良にも着手する予定である．

参考文献

宗包浩志（2007）：SAR 衛星の位置決定の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究（第 1

年次），平成 19 年度調査研究年報．  

宗包浩志（2008）：SAR 衛星の位置決定の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究（第 2

年次），平成 20 年度調査研究年報．  

宗包浩志（2009）：SAR 衛星の位置決定の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究（第 3

年次），平成 21 年度調査研究年報．  

宗包浩志（2014）：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），平成 26 年度調査

研究年報．
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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 2 年次） 

実施期間 平成 26 年度～平成 29 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

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． 

これまで，REGARD プロトタイプでは各観測クラスターが約 200 点の固定した観測点で構成されて

いたが，これではクラスター境界付近で地震が発生した場合に断層モデルの推定精度が低下する他，

クラスター選別が後処理的に必要であった．そこで，平成 27 年度は全国で 1 つのクラスターとして

取り扱うことができるようシステムの改造が行われた他，解析を行う観測点数も約 1,200 点へ拡張さ

れ，試験運用が行われている．これによりクラスター境界部の問題は解消されたが，その一方で一度

に取り扱う観測点数が大幅に増加したため，断層モデル推定に必要な計算時間が大幅に増加してしま

う恐れが出てきた（図-1）．特に，単一矩形断層モデル推定ルーチンでは逆行列を直接求めた上で求解

を行っているため，計算時間の増加が顕著であった．

そこで，今年度はこのような計算時間の増加に対し，計算結果が大きく劣化することなく計算時間

を短縮するような観測点の間引き処理の検討を行った．さらに，仮想的に与えた南海トラフ地震に対

して間引き処理を施し，断層モデル推定結果に影響がないかを検証した．
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図-1 単一矩形断層モデル推定及びすべり分布モデル推定に必要な計算時間．横軸が計算に用い

た観測点数を示す．

3. 得られた成果

断層モデル推定精度を可能な限り維持した上で，約 1,200 点の観測点を 200 点程度まで間引く手法

を検討した．断層のずれによる地表の変位は，震源近傍の方が大きくなることから，観測点は均等に

間引くのではなく，推定する断層モデルに対して観測データが持つ影響を把握した上で，それに従い

間引くのが効率的である．まず，すべり分布モデル推定で使用されている南海トラフのプレート形状

モデル（図-2 左）に対して各観測点がどの程度のデータ解像度を持つかを示す（図-2 右）．これを見

ると，各観測点が断層モデル推定に与える影響は震源からの距離とともに急激に減少していることが

分かる．このことから，一見データ解像度が高い観測点を順に選択すれば良いように思えるが，その

場合観測値が大きい観測点のみが選択されてしまう．これは，単一矩形断層モデルの推定時に問題と

なる可能性がある．REGARD の単一矩形断層モデルは断層位置・形状も推定されるため，変位が収束

した観測点，つまりデータ解像度が低い観測点の変位量も必要となるためである．

図-2 すべり分布モデル推定機能に使用されるプレート形状モデル（左）と南海トラフのプレート形状モデル

に対する電子基準点の南北方向データ解像度（右）

そこで，（1）データ解像度が高い観測点，（2）変位が発生していないような遠地観測点がそれぞれ

適度に選択されるよう，観測点の震源からの距離 r 及び観測網の範囲 R を用い，それぞれの観測点で
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確率的な観測点距離 ~ ( , )を計算し，得られた L が小さい観測点を順に選択することでデータを間

引いた．ただし，これだけでは震源近傍の観測点が全く選択されない可能性もわずかながらあるため，

震源近傍の観測点 50 点は強制的に選択し，残りの点について上記の指標 L を基準として選択するこ

ととした．

このようにして，震央（N33.3，E134.1）にある地震が発生した場合について，観測点を 200 点に間

引く処理を 1,000 回行い，それぞれの観測点が選択された確率を確認した（図-3）．図-2 右でデータ解

像度が高くなっていた四国地方の観測点が高い確率で選択され，さらに，データ解像度がほぼゼロで

あった観測点も 10%程度の確率で選択されていることが分かる．  

図-3 今回検討した間引き処理でそれぞれの観測点が選択された確率 

次に，今回検討を行った観測点の間引き処理を用いて，650 点を 200 点に間引き，間引き処理前後

でのすべり分布モデル推定を行った．その結果，間引き前はモーメントマグニチュード（Mw）推定値

が Mw8.37 であったのに対し，間引き後は Mw8.39 と，ほぼ同様の Mw 推定結果が得られた（図-4）． 
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図-4 仮想的な南海トラフ地震に対するすべり分布推定結果．それぞれ間引き前（左），間引き後（右）の推

定結果を示す．

4. 結論

REGARD による観測網が約 1,200 点に拡張されたことにより断層モデル推定に必要な計算時間が増

加したため，使用する観測点を自動で間引き，計算時間の短縮を図った．観測点の間引きを行う際に，

観測点の震源からの距離と観測網の範囲を用いた正規分布を仮定し確率的に観測点を選択することで，

データ解像度の分布と調和的な観測点が選択可能であることが分かった．ただし，現在の処理では震

源からの距離で観測点の選択確率を調整するため，震源域に広がりがあった場合はデータ解像度の分

布をうまく表現できないことに注意が必要である．また，今回検討した間引き処理はデータ解像度の

空間分布を基に大まかに正規分布の形状を用いて調整を行ったものであり，確率分布の種類や幅につ

いてはまだ調整の余地がある．そのため，今後も適切な間引き処理の検討は続けてゆくことが望まし

い．また，抜本的な解決方法はインヴァージョンの高速化であり，これも引き続き実施してゆく必要

がある．
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日本のジオイド決定の高度化に関する研究（第 2 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 宮崎 隆幸 

1. はじめに

国土地理院では平成 24 年 11 月よりスマート・サーベイ・プロジェクト（SSP）を開始し, GNSS を

活用した標高測量作業の効率化を推進している．また，国際測地学連盟は，平成 27 年 6 月に国際高さ

基準系の実現に関わる決議を採択し，世界各国に対し，ジオイドに準拠した高さ基準系の整備を推奨

している．このような背景から，ジオイド・モデルが果たす社会的役割が近年ますます高まりつつあ

り，その高精度化に関わる研究開発がますます重要視されてきている．国土地理院は, 平成 25 年 4 月

より日本のジオイド・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, 重力ジオイド・モデル「JGEOID2008」(Kuroishi, 2009）をベースに構築されたもの

で，JGEOID2008 の構築には, 重力衛星 GRACE 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標準偏差 8.44cm で整合するが，SSP の適用範

囲の拡大やジオイドに準拠する高さ基準系の実現を果たすためには，更なる高精度化が必要不可欠と

なる．そこで本研究は，重力データの拡充や解析手法の改良によって，重力ジオイド・モデルの更な

る高度化に臨む．

2. 研究内容

第 1 年次に行った研究にて，2009 年打ち上げの重力偏差衛星 GOCE の観測データを用いることで，

全球重力場モデルの精度が飛躍的に向上することが確認された．そこで本年度は，実際に GOCE デー

タを取り入れた全球重力場モデルを用いてジオイド・モデルの構築を行った．また，更なる高精度化

を図るため，全球重力場モデルと地上重力データの最適な結合手法の開発を行った．

ジオイド・モデルの構築手法は，JGEOID2008 と同じく，ヘルマート第二凝縮化成に基づく除去復

元法である．使用したデータは，GECO 全球重力場モデル（Gilardoni et al., 2015），約 31 万点の陸上

重力データ，GMG-v23.1 海上重力場モデル（Sandwell et al., 2014），250m メッシュデジタル標高モデ

ル（DEM）である．GECO モデルは，GOCE データと EGM2008 モデルを最小二乗結合することで構

築されたもので，空間分解能 10km に相当する 2190 次の球面調和係数からなる．陸上重力データは，

産業総合研究所の重力データベースより 173,110 点，西南日本重力データベースより 73,218 点，金沢

大学重力データベースより 26,482 点，国際重力データベースより 22,080 点，国土地理院の 1 等・2 等

重力成果値より 16,059 点，合計で 310,949 点を収集した．GMG-v23.1 モデルは，JASON-1 衛星と Cryosat-

2 衛星の海面高データをもとに構築されている．JGEOID2008 では，海上重力データとして船上重力観

測によるデータも用いられているが，それらは主に 1970 年代から 1980 年代に取得されたもので多く

の異常値を含むことから，本研究では海面高度衛星から取得されたデータのみを使用した．DEM は，

国土地理院が提供するものである．

除去復元法では，ジオイド起伏の長波長成分（長波長ジオイド）は全球重力場モデルによって構築

され，残りの成分（残差ジオイド）は地上重力データによって構築される．長波長ジオイドの導出は，
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JGEOID2008 と同様で Smith & Milbert （1999）に倣った．なお，0 次項である W0は，最新の値（62,636,853．

4 m2s-2）を使用した．残差ジオイドは，残差フェイ重力異常を空間積分（ストークス積分）すること

で導出される．残差フェイ重力異常は，ジオイド面に化成した地上重力データに地形重力効果を加え，

そこから全球重力場モデルによる長波長重力値を差し引くことで得られる．地形重力効果の導出には，

Martinec and Vaniček （1994）による球面効果を考慮した積分公式を使用した．なお，地上重力データ

には大気引力の補正も行った．理論的には，残差フェイ重力異常を全球積分することで残差ジオイド

が得られるが，利用可能な地上重力データは空間的に限られているため，全球域を満遍なく積分する

ことは現実的に不可能である．そこで実用的には，全球重力場モデルの空間分解能に合わせて，適度

に積分範囲を打ち切って空間積分する．その際に生じる誤差は切断誤差と呼ばれ，精密なジオイド・

モデルを構築する上で無視できない影響を及ぼす（Hagiwara, 1971）．JGEOID2008 では切断誤差の低

減に，Meissl（1971）によるストークス積分核の修正化が採用されていた．本研究では，Meissl（1971）

の修正に，ストークス積分核の低次成分（全球重力場モデルの成分）の除去及びモロデンスキー理論

に基づく切断誤差の収束化を付加した改良型修正ストークス積分核を採用する（Featherstone et al.,

1998）．ストークス積分核の修正は，切断誤差の低減だけでなく，地上重力データに対するハイパス

フィルターとしての役割も果たす．従って，ストークス積分の各パラメータ（積分半径，全球重力場

モデルの次数，モロデンスキーの切断次数）を最適化することで，切断誤差を低減しつつ地上重力デ

ータに適切なフィルター処理を施すことが可能である．本研究では，GNSS/水準法によるジオイド実

測値を参照して，地域ごと（北海道，東北，関東，関西，中国・四国，九州）に最適な修正パラメー

タをグリットサーチによって決定した．最後に，ヘルマート第二凝縮化成に伴う間接効果を，Martinec

and Vaniček （1994）による球面効果を考慮した積分公式を用いて補正した．

3. 結果

本研究によって構築された重力ジオイド・モデルのジオイド高分布を図-1 に示す．なお，新たな重

力ジオイド・モデルを，ここでは JGEOID2016 と呼ぶことにする．JGEOID2016 の精度を評価するた

めに，GNSS/水準ジオイドとの比較を行った．その結果を表-1 に示す．JGEOID2008 は 8.44 cm の標準

偏差であったのに対し，JGEOID2016 では 5.66 cm の標準偏差となった．すなわち，本研究によって

2.78 cm の精度向上が達成された．この精度向上について，本研究で実施した解析戦略の効果を検証す

るために，JGEOID2016 と同じ重力データを用い，重力データの結合手法を JGEOID2008 と同様の手

法，すなわち半径 40 km の Meissl 修正ストークス積分核を用いた手法によってジオイド構築を行い，

GNSS/水準ジオイドとの比較を行った．その結果，標準偏差として 7.43 cm が得られた．従って，

JGEOID2016 では，重力データの更新によって 1.01 cm の精度向上が達成され，重力データの結合手法

の改良によって 1.77 cm の精度向上が達成されたことが分かる．  

表-1 に，重力ジオイド・モデルと GNSS/水準ジオイドの較差の平面傾度を示す．JGEOID2016 の平

面傾度は，JGEOID2008 の 3 分の 1 となったことから，ジオイド起伏の長波長成分の再現性がかなり

向上したことが伺える．表-2 に，ストークス積分の修正パラメータと，各地域ごとの JGEOID2016 - 

GNSS/水準ジオイド間の残差平均および標準偏差を示す．北海道を除き，残差平均・標準偏差ともに

5cm を切る精度となった．北海道は標準偏差が全国よりやや大きく，残差平均はかなり大きい結果を

示した．その原因として，標準偏差については，他の地域より地上重力データの分布が疎らであるた

め，ジオイド起伏が十分に再現できていない可能性がある．一方，残差平均については，系統バイア

スを示すことから，GNSS/水準ジオイドの誤差を示している可能性が高い．同様の傾向は，九州でも

見られる．これら系統バイアスについては，今後，水準データを見直し，検討を重ねる必要がある．
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図-1 JGEOID2016 のジオイド高分布． 

表-1 重力ジオイド・モデルと GNSS/水準ジオイドの標準偏差，両者のジオイド較差の傾斜平面の傾き，傾

斜平面除去後の標準偏差． 

Geoid models 標準偏差(cm) 傾き(ppm) 
傾斜平面除去後の

標準偏差(cm) 

JGEOID2008 8.44 0.18 5.99 

JGEOID2016 5.66 0.06 4.83 

表-2 各地域におけるストークス積分の修正パラメータと，JGEOID2016 - GNSS/水準ジオイド間の残差平均

および標準偏差．nmax， lmax， 0 はそれぞれ，全球重力場モデルの次数，モロデンスキーの切断次数，

積分半径を示す． 

地域 nmax lmax 0 (km) 残差平均(cm) 標準偏差(cm) 

北海道 1300 1200 32 7.18 5.55 

東北 1800 1700 22 1.31 3.90 

関東 2000 550 8 0.02 4.95 

関西 1400 1200 13 0.64 4.23 

中国・四国 2100 1950 8 -0.85 4.51 

九州 2000 1800 24 -2.79 4.66 

全域 0.91 5.66 
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4. 結論

重力データの更新と重力データの結合手法の改良によって，重力ジオイド・モデルの更なる高度化

を試みた．その結果，JGEOID2008 と比較して，標準偏差で 2.78 cm の精度向上が達成された．かなり

の精度向上が達成されたが，まだ改良の余地はある．一つは，DEM の高分解能化である．今回，250m

メッシュ DEM を使用しているが，より高分解能な 10m メッシュ DEM が現在利用可能である．10m

メッシュ DEM の導入は，重力地形効果の補正と間接効果の補正をより厳密にすることから，間違い

なくジオイド・モデルの精度向上に寄与する．もう一つは，地殻密度の 3 次元不均一の考慮である．

今回，地殻密度を 2,670 km/m3 の一定値として計算を行っているが，現実の地球は 3 次元的に不均一

な地殻密度構造を持っている．この効果を考慮することで，同じく重力地形効果と間接効果をより高

精度に補正することができ，ジオイド・モデルの精度を高めることできる．高精度化も重要であるが，

計算効率の改良も重要な研究課題である．今回，ストークス積分核の修正パラメータをグリットサー

チで決定したが，パラメータの組み合わせは無数に存在するため，その探索には膨大な時間を要して

いる．この過程は，重力データの誤差分散共分散行列を重み付けとする最小二乗結合を導入すること

で瞬時に行うことが可能である．また，DEM を用いた重力地形補正にも多くの計算量を要している．

重力地形補正は，モロデンスキー理論に基づく解析接続を導入することで省略することが可能である．

ただし，解析接続は地上重力データの分布が不十分であれば精度が不十分となる可能性もあるため，

現在のストークス理論に基づく DEM を用いた補正手法と比較のうえ，最適な手段を選別する必要が

ある．今後，これらの課題に取り組み，ジオイド・モデルの更なる高度化と計算効率の向上を目指す．
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