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1. はじめに  

地球の形状の近似としての準拠楕円体及びそれに基づいて定義される座標値（緯度・経度・楕円体

高・標高）を複雑な形状を持つ現実の地球へ適切に関連付けるためには，地球の物理的性質である重

力場を用いる必要がある．標高は，重力場の等ポテンシャル面のひとつとして定義されたジオイドか

らの距離であるため，特に高さに関しては重力場の影響は大きく，純粋に幾何学的に決定された楕円

体高から日常生活に不可欠な標高の値を正確に得るためには精密なジオイドが必要となる．近年

GNSS 観測による標高決定手法が普及し，高さの基準としてのジオイドの重要性は一層増している．  

地球のジオイド及び重力場は地球内部の質量分布を反映して空間的に大きく変動するが，定常的な

地殻変動や地震による質量の再配分によって時間的にも変動する．そのようなジオイド及び重力の時

間変化をモデルとして表現することで，ジオイド・重力の場はある基準時刻における場とそれからの

変化分に分離され，より厳密に測地基準座標系を実現するための基礎を与える．また変動場を監視す

ることで地震や定常的な地殻変動といった様々な変動要因による高さの基準としてのジオイドへの寄

与を把握し，測地基準座標系の維持・管理へ反映することができる．  

本研究はジオイドや重力の時間変化に関する地球物理学の知見に，衛星重力測定，衛星アルチメー

タ，地上重力測定，地殻変動などの多様な測地観測データを同化することで重力及びジオイドの時間

変化モデルを作成し，測地基準系の維持のための参照資料とするとともに時間変化の要因に対する解

釈を与えることを目的とする．  

 

2. 研究内容  

地球のジオイド及び重力の時間変化は，地球を周回する人工衛星の軌道を精密に追尾することで，

計測することができる．その方法は，地上のレーザ測距儀から衛星を追尾する SLR 方式や，高軌道を

周回する測位衛星から低軌道を周回する衛星を追尾する HL-SST 方式，同一の低軌道を周回する 2 つ

の衛星が互いを追尾し合う LL-SST 方式があるが，その中で最も観測精度と空間分解能が高いものが

LL-SST 方式である．LL-SST 方式は，2002 年 3 月から 2017 年 10 月に米国航空宇宙局（NASA）と独

国航空宇宙センター（DLR）が共同で実施した衛星重力ミッション GRACE によって初めて導入され，

その後，後続機である GRACE-FO が，現在 LL-SST 方式による重力観測を行っている．  

NASA は，2018 年 8 月に新しい解析戦略を導入した GRACE 重力解 Release 06（RL06）データを公

開した（Wiese et al., 2018）．旧解析戦略からの更新点は，地球表層流体の素早い移動によって生じる

エイリアシング誤差を補正するためのモデルの改良（AOD1B05 ⇒ AOD1B06），衛星の軌道決定を行

うために必要な国際測地基準座標系の更新（ITRF2008 ⇒ ITRF2014），衛星の初期軌道を与えるため

の背景重力場モデルの更新（EIGEN6C ⇒ EIGEN6C-4），衛星に作用する太陽と月の引力（3 体問題）

で生じる軌道擾乱を補正するために必要な暦の更新（DE421 ⇒ DE430），海洋潮汐による重力及び地

球変形の影響を補正するためのモデルの改良（EOT11a ⇒ FES2014）などである．  

GRACE は，地球で起こるローカルなジオイド及び重力の変化を広範的かつ連続的に測定できる唯
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一の技術であり，本研究の主目的であるジオイド及び重力の時間変化モデルを構築するうえで，中心

的役割を果たすものである．そこで本年度は，新たな解析戦略を導入した GRACE RL06 データが，旧

解析戦略の RL05 データと比べ，どの程度の品質向上が達成されたのか調査を行った．  

使用した GRACE 重力解は，テキサス大学宇宙研究センター（CSR）が解析したもので，データ期

間は 2003 年 1 月から 2016 年 8 月まで，空間分解能は約 300km（次数 60）である．重力解は，球面調

和関数の係数（ストークス係数）で構成される Level-2 データであり，ジオイドと重力の時間変化は，

以下のような式を用いて導出することができる．  

 

 

 

 

 

 

∆𝑁と∆𝑔はジオイドと重力の時間変化，r は GRS80 上の地心距離，𝜑は経度，𝜃は緯度，t は時間，GM

は万有引力定数と地球質量の積，a は地球の赤道半径，𝛾𝑄は地球楕円体（GRS80）上の正規重力，n

と m が球面調和関数の次数と位数，∆𝐶�̅�𝑚と∆𝑆�̅�𝑚は完全正規化されたストークス係数の月毎解，�̅�𝑛𝑚は

完全正規化されたルジャンドル倍関数，𝜃𝑐は地心緯度である．なお，GRACE のストークス係数には一

般的に，高次項に含まれるノイズを低減するためのガウシアンフィルターや相関フィルターなどを施

すが，本研究では RL05 データと RL06 データ間の解の品質差を見るのが目的のため，フィルター処

理は施さない．  

 GRACE 重力解の品質評価は，上記のジオイド及び重力の時間変化について最小二乗法で回帰曲線

を求め，実時系列と回帰曲線間の較差を見ることで行う．評価を行う地域は，日本の東北地方（経度

140 度・緯度 40 度）である．東北地方及びその周辺地域は，2011 年 3 月に発生したマグニチュード 9

の巨大地震により顕著なジオイド及び重力の変化が生じている．GRACE で見る地震に伴うジオイド

及び重力変化は，他の現象と比較すると規則的な変化パターンを示し，地震発生時にステップ関数的

な変化，地震発生後に長期に渡って指数関数的な変化を示す．そのため，単純な回帰曲線からのズレ

を見ることで，観測誤差による解のバラつきを簡易的に評価することができる．本研究で仮定する回

帰曲線は，定数項，1 次変化項，季節変化項，地震時変化項，地震後変化項から構成され，以下のよ

うな式で表現する．  

 

∆𝑁, ∆𝑔(𝑡) =  𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2 cos 2𝜋𝑡 + 𝑎3 sin 2𝜋𝑡 + 𝑎4 cos 4𝜋𝑡 + 𝑎5 sin 4𝜋𝑡 + 𝑎6𝐻(𝑡) + 𝑎7(1 − exp (𝑡 − 𝑡𝑒𝑞)/𝑇) 

 

t は時間，𝑎0～𝑎7は最小二乗法で推定される各関数の係数，H(t)はヘヴィサイド関数で地震前は 0 で地

震後は 1，𝑡𝑒𝑞は地震の発生時間，𝑇は地震後変化の減衰定数で 14 年と仮定した． 

 図-1 に GRACE 重力解から導出された東北地方におけるジオイドの時系列変化図，図-2 に重力の時

系列変化図を示す．それぞれの時系列には，ジオイドで 3mm，重力で 2μGal の振幅の季節変化が見ら

れるが，冬にかけて上昇し，夏にかけて下降することから，積雪による変化を反映していることが伺

える．地震時重力変化は，ジオイドと重力いずれも下降する傾向が見られる．これは，日本海溝の上

盤プレートが東進したことで生じた地殻の体積膨張による密度減少を反映している（Matsuo and Heki, 

2011）．地震後重力変化は，ジオイドと重力いずれも上昇する傾向が見られる．これは，地震時滑り

の応力変化で生じたマントルの粘性緩和を反映している（Han et al., 2014）． 
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図-1 東北地方（北緯 40 度，東経 140 度）におけるジオイドの時間変化．上図は RL05 データから，下図は RL06

データから導出した．青の線が月毎の観測値で，赤の線が最小二乗推定による回帰曲線を示す．  

 

 

 

図-2 東北地方（北緯 40 度，東経 140 度）における重力の時間変化．上図は RL05 データから，下図は RL06 デ

ータから導出した．青の線が月毎の観測値で，赤の線が最小二乗推定による回帰曲線を示す．  
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 表-1 に，GRACE による月毎のジオイド及び重力変化とその回帰曲線との間の較差の標準偏差と相

関係数を示す．ジオイド変化については，標準偏差が RL05 データで 1.87mm，RL06 データで 2.02mm，

相関係数が RL05 データで 0.82，RL06 データで 0.75 となった．旧解析戦略である RL05 データの方が，

標準偏差と相関係数ともに RL06 データよりも良い結果が確認されたが，その差は標準偏差で 0.15mm

ほどであり，おおよそ誤差の範囲内と言える．すなわち，ジオイドに関しては，RL06 データに改善

は見られなかった．一方，重力変化は，標準偏差が RL05 データで 8.23μGal，RL06 データで 4.40μGal，

相関係数が RL05 データで 0.77，RL06 データで 0.87 となり，RL06 データの方が有意に良い結果を示

している．すなわち，重力に関しては，RL06 データに大きな改善が見られたと言える．  

 

表-1 RL05 データと RL06 データから導出されるジオイド変化と重力変化の回帰曲線との較差の標準偏差，回帰

曲線との相関係数，  2011 年東北沖地震時の変化．  

 Release 05 Release 06 

ジオイド変化  

回帰曲線との較差の標準偏差  1.87 mm 2.02 mm 

回帰曲線との相関係数  0.82 0.75 

地震時変化  -5.01 mm -4.98 mm 

重力変化  

回帰曲線との較差の標準偏差  8.23 μGal 4.40 μGal 

回帰曲線との相関係数  0.77 0.87 

地震時変化  -21.76μGal -14.95μGal 

 

3. 結論  

2018 年 8 月に公開された GRACE データの新解析戦略による重力解（RL06 データ）の品質評価に

関する調査を行った．その結果，旧解析戦略による重力解（RL05 データ）と比べ，ジオイド変化で

見ると大差はないが，重力変化で見ると品質が飛躍的に向上していることが確認された．ジオイドの

時間変化モデルを構築する際は，いずれの解を用いても問題ないが，重力の時間変化モデルについて

は，RL06 データを使用することが強く推薦される．  

第 2 章で示した球面調和関数によるジオイドと重力変化の展開式を見ると，ジオイド変化と比べ，

重力変化は高次項の寄与が次数倍だけ大きくなる．すなわち，RL06 データは，高次項の品質が向上

したと言える．高次項の誤差の大部分はエイリアシング誤差によるものであるから，エイリアシング

誤差補正モデルの改良が品質向上に寄与したのであろう．  
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