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本報告書は、平成 26 年度から 30 年度までの国土地理院研究開発基本計画（以下「研

究開発基本計画」という。）に記載された研究開発課題の事後評価結果を取りまとめた

ものである。 

国土地理院では、研究開発基本計画について、平成 29 年 3 月に外部有識者による国

土地理院研究評価委員会（外部評価委員会）による中間評価を行い、その結果を踏まえ

て研究開発基本計画の改定を平成 29 年 10 月に行った。その後の進捗を含め、5 年間の

研究開発結果を基に評価案を作成し、令和元年 7 月に、内部評価を国土地理院の内部

評価委員会、外部評価を国土地理院研究評価委員会においてそれぞれ実施し、最終的な

評価結果としてとりまとめた。 
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１．研究開発基本計画の事後評価の方法について 

１．１．研究開発基本計画 
研究開発基本計画は、国土地理院が取り組むべき研究の方向性を示すとともに、平

成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間に国土地理院が行うべき具体的研究課題を取

りまとめたものであり、 
 
（１）地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 
（２）次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 
（３）防災・減災のための研究開発 
（４）地球と国土を科学的に把握するための研究 

 
の 4 つの基本的課題から構成されている。 
 
１．２．事後評価の実施体制 
本評価を実施するに当たっては、研究開発基本計画に基づき指名された 11 名の研

究開発コーディネータが評価結果を取りまとめた。これを基に国土地理院職員（部長

級）9 名で構成する内部評価委員会並びに外部専門家及び有識者 10 名で構成する研究

評価委員会において評価を実施した。 
研究開発基本計画には国土地理院における研究開発の大枠として 4 つの課題（以下

「基本的課題」という。）が掲げられ、その課題ごとに特に重点的に実施すべき 2～4
つの課題（以下「重点課題」という。）が設定されている。重点課題には様々な研究

開発に関わる課題が含まれるため、その個別の課題（以下「研究開発課題」という。）

の検討状況の把握や評価を行うため、各研究開発担当者が自己評価により評価調査票

を作成した。その後、研究開発コーディネータが評価調査票及び各研究開発担当者へ

のヒアリングによって終了時評価案を作成した後、事務局において研究開発基本計画

の終了時評価書案を取りまとめた。これを基に内部評価委員会及び研究評価委員会に

おいてそれぞれ内部評価及び外部評価を受け、事後評価として取りまとめた後、評価

結果は研究開発担当者にフィードバックした。 
 
１．３．事後評価の観点 
平成 28 年 12 月 21 日内閣総理大臣決定の「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

では、「評価は、政策評価法において示されている政策評価の観点も踏まえて、必要

性、有効性、効率性の観点から、また、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の

観点から実施する。これらの観点の下、研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適

切な評価項目・評価基準を設定して実施する。」とされている。 
事後評価は、研究開発基本計画に示された研究目的・目標が事後評価時点に判断し

て妥当なものであったかどうか、また研究目標に照らして有効的かつ効率的に行われ

たか否かを見るものである。このため、本評価を実施するに当たっては、上記の「必

要性」、「有効性」、「効率性」及び「国際的な水準の向上」を次のように具体化し
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た。また、研究開発基本計画に定める「研究開発成果の活用状況」については、事業

等にすでに反映された研究開発成果等を評価した。 
 
① 必要性 

 「研究の目的が妥当であったか」、「研究目標は過不足なく妥当であったか」等に

ついて評価を行う。 
 
② 有効性 

 「科学的、技術的に高い評価が得られるか」、「情報発信しているか」、「事業に

活かされているか」、「施策立案に反映されているか」、「人材の育成に問題ないか」

等について評価を行う。 
 
③ 効率性 
「費用対効果は十分か」、「計画的に実施しているか」、「関係機関との連携が的

確に行われているか」等について評価を行う。 
 
④ 国際的な水準の向上 
「我が国における科学の国際的な水準の向上」、「産業等の国際競争力の強化」、

「地球規模の課題解決のための国際協力の推進」等について評価を行う。 
 

 

２．国土地理院研究評価委員会による外部評価 

後述する内部評価の結果を令和元年 7 月 23 日に開催した研究評価委員会で報告し

たところ、委員から以下の評価をいただいた。 

 

 平成 26 年度から平成 30 年度までの計画期間内における研究成果について、内

部評価が定めた方法で着実に検証と評価が行われており、特に問題と感じる点

はない。 
 

 得られた研究成果の中には「The Most Downloaded Paper Award 2019（Progress in 
Earth and Planetary Science）」を受賞し国際的に評価を受けたものもあり、世界

で必要とされている研究を行い、その研究内容そのものが国際貢献にも寄与し

たと評価できる。 
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３．国土地理院における内部評価 

３．１．研究開発基本計画の各重点課題の評価概要 
重点課題 （１）地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

目標 国民が安心して豊かな生活を営むことができる社会を実現するため、データ収

集・整理・解析の効率性向上など、地理空間情報の整備力・活用力の向上に直

接的に寄与する共通基盤的な研究開発 
達成された

主な内容 
 
 

・電子国土基本図の更新に UAV を用いる際の作業要領の原案策定 
・「国土地理院ランドバード」発足 
・半自動的にオルソ画像を整備する手法を開発 
・立体模型のデータや触地図等作成支援ツールを作成 
・全球 VLBI 観測システム（VGOS）に対応した観測システムを構築 
・ALOS-2 等の SAR データを広域的に効率よく解析処理するシステムを開発 
・「地理院 SAR マップ」の運用開始 
・離島部のジオイド・モデルの整備、最新の重力測定結果を反映した日本重力

基準網 2016（JGSN2016）の構築、新たに開発した地磁気時空間モデルを利用

した時期図 2015.0 年値を公開 
・マルチ GNSS 解析ソフトフェア（GSILIB）の開発及びマルチ GNSS 解析を測

量等に適用するためのマルチ GNSS 測量マニュアル（案）の策定 
・屋内 3 次元地図等に関わるマニュアル（案）の策定、屋内測位に関わるガイ

ドライン等を作成（ウェブで公開） 
・地理院地図におけるベクトルタイル表示機能の開発や提供実験の実施 

内部評価 本研究開発の目標は概ね達成 

公表成果 論文賞等 2 件、研究報告書 64 件、審査付き論文 13 件、 

審査なし論文 92 件、口頭発表 194 件 

他機関との

主な連携 

（国機関）国土交通本省、地方整備局事務所、気象庁 

（国研）情報通信研究機構、JAXA 

（大学共同利用機関法人）国立天文台 

（大学）筑波大学、東京大学、東京海洋大学、大阪府立大学等 

（民間）受信機メーカ等の民間事業者 

上記機関と共同研究、技術的な知見を共有や議論等が行われ、幅広い研究開発

成果につながった 

社会実装の

効果 

 

・半自動的にオルソ画像を整備する手法を開発し、生産性が従来比 10 倍以上

向上した。この成果を用いて、災害対応時に空中写真からオルソ画像が作成さ

れ、地理院地図を通じて提供されている。 

・UAV 技術者の育成や i-Construction 向けの測量に必要な指導・助言を行うと

ともに、災害時の被害状況調査や撮影用航空機の進出が困難な離島の電子国土

基本図の更新に活用。 

・自動で SAR 干渉画像を抽出・切り出し観測日順に並べたアーカイブを構築

し、地理院地図で一般に公開。解析結果は、熊本地震の評価、箱根山の大涌谷

周辺の立入規制、桜島の火山活動評価に活用され、防災上の重要な判断材料と

して利用。 

・屋内 3 次元地図や屋内測位等に関わる標準的な仕様書等の成果は、国土交通

省で実施された「高精度測位社会プロジェクト」や「ICT を活用した歩行者移

動支援」で使用され、東京駅や新宿駅周辺の屋内地図オープンデータとして G
空間情報センターから公開。 
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重点課題 （２）次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 

目標 ・更に豊かな経済社会、そして新たなビジネスの創生を実現するための、次世

代の地理空間情報高度活用社会の実現に向けた先駆的な研究開発 
・高齢化、人口減少による社会構造の変化を迎える中、地理空間情報による利

便性の向上などを目指した研究開発 

達成された 
主な内容 
 

・準天頂衛星、GLONASS、Galileo、GPS（L5）の信号について全点のデータ提

供に至る等、GEONET の高度化が進められマルチ GNSS の利用環境の整備に貢

献 
・火山周辺の電子基準点に対して災害時の継続的な地殻変動観測が継続できる

よう環境を整備 
・GEONET のリアルタイム常時解析システムを整備 
・次期定常解析システム（第 5 版）の解析戦略の開発を推進 
・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 
・外部機関が公開している補正情報を活用し、試行的に測位を行なうシステム

を開発 
・GNSS 解析ソフトウェア MADOCA（JAXA 開発）を用いて準リアルタイムで

補正情報を生成するシステムを開発 
・3 次元地理空間情報等に関連する技術面・活用面の動向情報や、人口減少・

高齢化予測に関する情報及び限界集落、ニュータウンなど先行的に生じている

課題の取りまとめ 
・日本全域を対象とした地物自動抽出結果の定量評価用データセットを構築 

内部評価 本研究開発の目標は、概ね達成された 

公表成果 研究報告書 12 件、審査付き論文 2 件、審査なし論文 3 件、口頭発表 26 件 

他機関との

主な連携 

システム開発において（国研）JAXA と連携した 

社会実装の

効果 
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重点課題 （３）防災・減災のための研究開発 

目標 自然災害の増大などに対し、リスク把握や国土強靭化など事前の備えへの確実

な対応及び災害時の応急対応の迅速化に寄与する共通基盤的な研究開発 

達成された 
主な内容 

・GNSS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）について、通信装置整備と積

雪寒冷地でも安定的な設置･運用を可能とする改良型装置を開発等 
・GEONET により得られる地殻変動データから矩形断層モデルを逐次的に推定

するシステム及び海溝型地震による地殻変動からすべり分布モデルを即時推

定するシステムを開発等により、津波予測支援システムを実用化 
・精度の高い干渉 SAR 時系列解析を効率的に行うための機能の開発等 
・効率的に 50m メッシュサイズの地形分類情報を生成する手法を開発 
（より詳細な液状化ハザードマップ作成が可能に） 
・斜面の脆弱性評価マニュアルを作成（ウェブで公開） 
・航空機 SAR 観測による活火山での地形観測、システム改良によるデータの 
高精度化やマニュアル整備 
・GNSS リアルタイム解析のマルチ GNSS 化 
・地震時地盤災害推計システム（SGDAS）の正式運用及び評価 
・浸水範囲の自動検出に関わる知見の習得 

内部評価 本研究開発の目標について概ね達成された 

公表成果 論文賞等 4 件、研究報告書 76 件、審査付き論文 40 件、 
審査なし論文 36 件、口頭発表 173 件 

他機関との

主な連携 

（国機関）国土交通本省、国土技術政策総合研究所、気象庁 
（国研）防災科学技術研究所 
（大学）東北大学、茨城大学、京都大学防災研究所、名古屋大学等 
上記機関と共同研究や情報共有等が行われ、幅広い研究開発成果につながった 

社会実装の

効果 

・熊本地震、大阪府北部の地震、北海道胆振東部地震、ハワイ・キラウェアの

火山活動、インドネシア・ロンボク島の地震等に伴う広域の地殻変動及び余効

変動を適切に抽出。また、2015 年箱根山・大涌谷の噴火に前駆して約 5mm/年
の速度で進行する局所的な地盤変動の検出に成功。 
・2014 年御嶽山の噴火について航空機 SAR 観測を実施し、地形観測の有効性

を確認。霧島山新燃岳で 2017 年 10 月と 2018 年 3 月に航空機 SAR 観測を実施

して火口近傍の地形変化等を把握。 
・熊本地震の地殻変動結果を地震調査研究推進本部へ迅速に提供等。 
・SGDAS の正式運用に伴い防災関係者に地震時の地盤災害推計結果を自動的

にメール配信。 
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重点課題 （４）地球と国土を科学的に把握するための研究 

目標 地球と国土の現況と変化をより科学的に把握し、地殻変動や地形変化などのメ

カニズムを理解することを通じて、測量技術の高度化、防災・環境保全等の応

用分野の高度化、地球科学等の学術分野の発展等につながる知見・成果を得る

ための研究 

達成された 
主な内容 

・ブロック断層モデルを組み込んだ時間依存インバージョンプログラムを開発 
・有限要素法により実地形や不均質な地下構造を組み込んだ地殻変動計算を G
UI 操作で実行可能とするシステムのプロトタイプの開発 
・ITRF2014 に準じた電子基準点座標時系列の非線形モデリングのため、Marko
v Chain Monte Carlo （MCMC）法に基づく推定プログラムを開発 
・標準偏差で 6cm 程度の精度を持つ新たな重力ジオイド・モデルを開発 
・陸域の DEM と海域の DEM を滑らかに接合する手法を開発 
・高精度全球標高データ（MERIT DEM）から内挿した 280mDEM を用いたポ

リゴンベースのグローバルな地形分類データを作成する手法を開発 

内部評価 目標達成に向けて着実に研究開発が進められた 

公表成果 論文賞等 4 件、研究報告書 65 件、審査付き論文 30 件、 
審査なし論文 24 件、口頭発表 154 件 

他機関との

主な連携 

（国機関）気象庁、海上保安庁 
（海外機関）米国地理調査所（USGS） 
（国研）防災科学技術研究所、海洋研究開発機構 
（大学）東北大学、東京大学地震研究所、一橋大学、名古屋大学等 
上記機関と共同研究、研究協力や情報交換等が行われ、幅広い研究開発成果に

つながった 
 

社会実装の

効果 

・ブロック断層モデルを組み込んだ時間依存インバージョンプログラムの開発

を行い、2003 年十勝沖地震の余効滑りや 2008 年福島県沖の地震、茨城県沖の

地震以降の固着の減少、豊後水道や東海地方でのスロースリップなどを検出。

また、2013 年以降に房総半島、東海地域、紀伊水道、豊後水道、日向灘などで

の長期的スロースリップの発生を捉え、それぞれのイベントでの滑りの時空間

変化を推定 
・断層すべり・力源モデルの推定について、GEONET や ALOS-2 等を用いて、

御嶽山の噴火や桜島のマグマ貫入に伴う地殻変動、箱根山・大涌谷の噴火に前

駆して進行した局所的な地盤膨張、長野県北部の地震や熊本地震、北海道胆振

東部地震、ネパールの地震等に伴う地殻変動を抽出し、モデルの構築を行った 
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（１）地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 
国民が安心して豊かな生活を営むことができる社会を実現するため、データ収集・

整理・解析の効率性向上など、地理空間情報の整備力・活用力の向上に直接的に寄与

する共通基盤的な研究開発として、下記に掲げる 4 つの重点課題を推進した。 
・地理空間情報の整備力向上のための研究開発 
・地理空間情報の高度活用を推進するための研究開発 
・宇宙技術の活用により位置情報基盤の整備・維持・更新を行うための研究開発 
・地理空間情報の三次元化などの多様化へ対応するための研究開発 
 
成果公表は、論文賞等 2 件、研究報告書 64 件、審査付き論文 13 件、審査なし論文

92 件、口頭発表 194 件であった。 
「地理空間情報の整備力向上のための研究開発」では、無人航空機（以下「UAV」

という。）による空中写真の精度・安全管理について調査・検討し、電子国土基本図

の更新に UAV を用いる際の作業要領の原案を策定した。その後発足した「国土地理

院ランドバード」において、平成 28 年（2016 年）熊本地震（以下単に「熊本地震」と

いう。）等の災害時に同成果を用いて撮影が行われるなど、既に実作業において成果

をあげている。また、半自動的にオルソ画像を整備する手法を開発し、生産性が従来

比 10 倍以上向上した。この成果を用いて、災害対応時に空中写真からオルソ画像が作

成され、地理院地図を通じて提供されている。 
 「地理空間情報の高度活用を推進するための研究開発」では、地理院地図における

ベクトルタイル表示機能の開発や提供実験の実施、立体模型のデータや触地図等作成

支援ツールの作成、地球地図データの提供等を行った。これらの成果を、地理院地図

の高度化などの事業へ効果的に反映した。 
 「宇宙技術の活用により位置情報基盤の整備・維持・更新を行うための研究開発」

では、石岡 VLBI 観測施設における全球 VLBI 観測システム（VGOS）に対応した観測

システムを構築し、広帯域観測システムを用いた試験観測を国内外の観測局と実施す

ることで、VGOS 仕様での観測が可能であることを実証した。また、防災の関連では、

だいち 2 号（以下「ALOS-2」という。）等の SAR データを広域的に効率よく解析処

理するシステムを開発し、斜面崩壊の抽出及びそれを解釈する手法を開発したほか、

離島部のジオイド・モデルの整備、最新の重力測定結果を反映した日本重力基準網

2016（JGSN2016）の構築、新たに開発した地磁気時空間モデルを利用した時期図 2015.0
年値の公開、マルチ GNSS 解析ソフトフェア（以下「GSILIB」という。）の開発及び

マルチ GNSS 解析を測量等に適用するためのマルチ GNSS 測量マニュアル（案）の策

定を行った。 
 「地理空間情報の三次元化などの多様化へ対応するための研究開発」では、3 次元

GIS データ作成のためのマニュアル案の策定や場所情報コードを用いた屋内外ナビゲ

ーションに関する研究を進めた。また、民間活力を活用した技術開発競争（オープン

イノベーション）によりレーザ測量を用いた点群データ取得に基づく地形データの効

率的取得に関する技術開発を進めた。 
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（２）次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 
更に豊かな経済社会、そして新たなビジネスの創生を実現するための、次世代の地

理空間情報高度活用社会の実現に向けた先駆的な研究開発を行った。また、高齢化、

人口減少による社会構造の変化を迎える中、地理空間情報による利便性の向上などを

目指した研究開発を行った。これらの研究開発では下記に掲げる 2 つの重点課題を推

進した。 
・次世代衛星測位技術の効果的・効率的活用に関する研究開発 
・次世代の地理空間情報の整備・提供・活用方法に関する研究開発 

 
成果公表は、研究報告書 12 件、審査付き論文 2 件、審査なし論文 3 件、口頭発表

26 件であった。 
 「次世代衛星測位技術の効果的・効率的活用に関する研究開発」では、マルチ GNSS
に対応した GEONET の次期定常解析システムの開発が進められるとともに、安定し

たリアルタイム地殻変動監視を実現するため、精密単独測位技術（以下「PPP」とい

う。）によるリアルタイム解析に必要となるリアルタイム補正情報生成システムの構

築を進めた。また、重力測量の分野においては、航空重力測量を用いた従前より高分

解能なジオイドの構築に関する取組が国内外で近年進んでいることを踏まえ、ジオイ

ドと GNSS 測量の組合せによる効率的な標高決定に向けた取組を行った。さらに、準

天頂衛星の 4 機体制の確立を踏まえ、準天頂衛星の補完効果や補強効果の測量分野へ

の適用可能性について研究開発を行った。 
 「次世代の地理空間情報の整備・提供・活用方法に関する研究開発」では、情報通

信技術（以下「ICT」という。）、特に 3 次元地理空間情報に関連する技術面・活用面

の動向情報や、人口減少・高齢化予測に関する情報及び限界集落、ニュータウンなど

先行的に生じている課題についての情報を取りまとめ、その結果を「3 次元地理空間

情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発（国土交通省総合技術

開発プロジェクト）」や他の重点開発課題での研究に活用した。また、近年急速に発

展する AI を活用した地図更新の自動化技術の研究を行った。 
 
（３）防災・減災のための研究開発 
東日本大震災を契機に国民の防災意識が高まる中、地震災害や地球規模の環境変化

による自然災害の増大などに対し、安全で安心して生活できる社会を実現するために、

リスク把握や国土強靭化など事前の備えへの確実な対応及び災害時の応急対応の迅速

化に寄与する共通基盤的な研究開発として、下記に掲げる 2 つの重点課題を推進した。 
・現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発 
・災害時の状況を速やかに把握し、情報共有・提供するための研究開発 

 
成果公表は、論文賞等 4 件、研究報告書 76 件、審査付き論文 40 件、審査なし論文

36 件、口頭発表 173 件であった。 
「現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発」のうち、高

時間分解能の地殻変動データを用いた地殻活動発生初期段階における時系列解析とそ
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の変動メカニズムのモデル化では、研究開発成果の一部が津波予測支援システムの実

用化に貢献した。また、自然災害の発生予想に資する災害と地形等の関係に関する研

究では、より詳細な液状化ハザードマップ作成手法の開発や、ALOS-2 データの全国

解析における斜面変動の抽出及びそれを解釈する手法の開発など、地形情報を効率的

に防災へ利用することを可能とした。 
 「災害時の状況を速やかに把握し、情報共有・提供するための研究開発」では、熊

本地震において、リアルタイムで得られた地殻変動データを地震調査研究推進本部に

提供するなど、発災後に迅速に情報提供を実施するための研究開発成果を上げた。ま

た、成果である地震時地盤災害推計システム（以下「SGDAS」という。）については、

熊本地震の土砂災害と液状化に関してシステムによる予測結果に対する評価を実施す

る等、実用化に向けた取組が行われた。 
 
（４）地球と国土を科学的に把握するための研究 
地球と国土の現況と変化をより科学的に把握し、地殻変動や地形変化などのメカニ

ズムを理解することを通じて、測量技術の高度化、防災・環境保全等の応用分野の高

度化、地球科学等の学術分野の発展等につながる知見・成果を得るための研究として、

下記に掲げる 3 つの重点課題を推進した。 
・地殻活動の解明のための研究 
・地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化のための研究 
・地球と国土の環境を科学的に把握するための研究 

 
成果公表は、論文賞等 4 件、研究報告書 65 件、審査付き論文 30 件、審査なし論文

24 件、口頭発表 154 件であった。 
 「地殻活動の解明のための研究」では、プレート境界域の固着状態の変化を正確に

把握するための時間依存インバージョンプログラムの改良、国内外で発生した多くの

内陸地震・海溝型地震や火山活動に伴う地殻変動の抽出やモデル構築を実施したこと

による発生メカニズムやテクトニクスに関する知見の獲得、平成 23 年（2011 年）東

北地方太平洋沖地震の余効変動に関する研究を実施したことによる粘性構造に関する

新たな知見の獲得などを実現した。 
 「地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化のための研究」では、地殻

変動モデルの構築に向けて国際地球基準座標系（以下「ITRF」という。）2014 に準じ

た電子基準点座標の時系列非線形モデリングを実施するためのプログラムを開発した

ほか、日本列島の新たな重力ジオイド・モデルの開発を行い、従来よりも高い精度を

持つ重力ジオイド・モデルの開発に成功するなど、測地基準座標系の品質向上につな

がる成果を得た。 
 「地球と国土の環境を科学的に把握するための研究」では、陸域と海底地形の DEM
を解像度の違い等を考慮しつつ滑らかに結合させて地形分析を実施し、南海トラフの

海陸一体の地形分類図を作成したほか、全国の地盤災害特性データのうち、地震によ

る斜面崩壊の危険性が高い領域の抽出手順の改良を行った。 
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３．２．研究開発基本計画の実施状況と目標に関する評価 
３．２．１ 地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 
（１）地理空間情報の整備力向上のための研究開発 
本項目では、①基本測量で UAV を使用可能とすることを目的とした、UAV による

空中写真撮影に関する技術開発、②国土地理院が利用可能な地理空間情報の取得手段

を拡充することを目的とした、地理空間情報の整備手法に関する研究が行われた。 
①では、電子国土基本図の更新に活用することを想定して、UAV により空中写真を

撮影し、精度管理手法及び成果の精度レベルについて検証するとともに、安全管理面

から留意すべき点についても調査検討し、具体的な基準値や手順を取りまとめ、基本

測量に UAV を用いる際の作業要領案を策定した。 
UAV の活用は、世界中で近年急速に広がっている。国土交通省が進めている、ICT

を建設現場に活用することにより建設生産システム全体の生産性向上を図る i-
Construction でも活用されるとともに、地方整備局や地方公共団体で災害調査にも活用

されている。今回の研究開発成果は、測量や災害調査の分野で UAV の活用を促進す

る意義のあるものであったと言える。また、UAV で低廉かつ簡便に撮影された写真の

解析には、SfM/MVS（動画や静止画からカメラの撮影位置を推定し 3 次元形状を復元

する技術）といった新技術が用いられており、測量の観点から必要な精度を確保する

方法を明らかにした意義は大きい。 
成果の実装においては、国土地理院自らが UAV を運用する体制として、平成 28 年

3 月に「国土地理院ランドバード」が発足し、本研究開発成果を基に UAV 技術者の育

成や i-Construction 向けの測量に必要な指導・助言を行うとともに、災害時の被害状況

調査で成果を上げた。また、撮影用航空機の進出が困難な離島の電子国土基本図の更

新に活用された。 
②では、効率的なオルソ化手法を開発するため、新しい画像処理技術である SfM に

よるマッチングの成否に影響する要素（撮影方向や撮影時期）を明確にし、標定要素

が未知の空中写真に対し、既存のオルソ画像を教師画像として GCP（空中写真の位置

を調整するための基準となる点）を自動的に付与する技術を開発した。さらに、SfM
と GCP 自動付与技術を用いることで、過去に撮影された標定要素が未知の空中写真

から半自動的にオルソ画像を作成することが可能となった。結果、オルソ作成が大幅

に効率化し、生産性は従来比 10 倍以上に向上した。この手法を応用し、高精度の外部

標定要素が予め与えられた空中写真については、GCP を用いず、地上画素寸法 30cm
のオルソ画像を完全自動生成することに成功した。また、効率的な地理空間情報の作

成手法として、空中写真画像からの地物抽出に AI（具体的には、深層学習を用いた画

像認識技術）が有効であることを確認した。 
効率的なオルソ化手法や地理空間情報の作成手法は、災害時における迅速な被害状

況把握のために必要とされる技術である。また、過去の空中写真は、その土地の歴史、

環境、災害の危険性を知る重要な素材であるが、国土地理院が保有する 100 万枚以上

にのぼる過去の空中写真の大部分はオルソ化されておらず、また昨今その予算を確保

することは困難である。そのため、低コスト・半自動的なオルソ化手法や地理空間情

報の作成手法を開発した本研究開発成果の持つ意義は大きい。 
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成果の実装においては、災害対応時に、本研究開発成果を活用したオルソ画像作成

及び地理院地図を通じた提供が行われた。また、離島の電子国土基本図の更新に活用

された。その他、災害時の迅速な被害状況把握への AI を用いた地物抽出技術の適用

について、国土交通本省と連携して検討が進められている。 
成果の公表状況については、論文賞等 1 件、研究報告書 9 件、審査なし論文 2 件、

口頭発表 3 件、論文誌等での被引用数 6 件である。 
他機関との連携については、①では、UAV を既に導入又は今後活用予定の地方整備

局事務所と技術的な知見を共有し、連携がとられており、②では、災害時の迅速な被

害状況把握への適用について、国土交通本省と連携がとられた。 
研究体制及び予算については、①では、担当室全体で本業務に対応する体制を確保

し、特段問題なく実施できた。②では、実施体制の変化により、システム開発経験者

の直営作業を前提とした研究計画の履行は、苦労の多いものであった。 
 今後の課題としては、①では、UAV を活用した基本測量に関する技術者の育成を促

進するとともに、災害対応や電子国土基本図更新への活用を図っていくこと、②では

AI を用いた地物抽出技術について、民間での実装事例も出てきていることから、最先

端の技術動向を把握しながら、引き続き高度化を図っていくことが必要である。 
 以上により、本研究の目標に対しては、着実な実装が進められていることから、概

ね適切と評価できる。 
 
（２）地理空間情報の高度活用を推進するための研究開発 
本項目では、地理空間情報の高度活用を推進するために、国のオープンデータ戦略

と整合した効果的･効率的なデータ公開を目指し、①ICT を用いた地理空間情報活用に

ついて、国際標準化や技術交流、途上国への技術移転等を通じて国際的地位を確立す

るための「タイル形式のウェブマッピング及び電子国土施策の国際展開に関する研究」、

②測量成果のベクトルタイル配信による技術的効果、政策的影響を検討し、世界最先

端のベクトルタイル提供事業を実現するための「ベクトルタイル技術を用いた、ウェ

ブにおける高度な地理空間情報活用に関する研究」、③立体模型等のファブリケーシ

ョンへの展開を踏まえた測量成果等の効果的な提供のための「地理空間情報のファブ

リケーションへの展開に関する研究」、④国内外での地球地図をはじめとした持続可

能な開発に資する地理空間情報の高度活用を推進するための「持続可能な開発のため

の地球規模地理空間情報の発信（地球地図等の提供・利活用促進）手法の開発」、⑤

公共測量制度の効果分析を行い、適用可能な成果を得ることを目指した「地理空間情

報のマネジメントに関する政策研究」が行われた。 
①では、地理院地図の基礎となっている「タイル形式のウェブマッピング」にかか

る技術的・政策的施策について、国際的な地位の確立に向け、国際会議での報告や国

際交流の場、GitHub（技術者向けの SNS）でのタイル技術の情報公開、JICA 等の国際

交流を通じて啓発を行った。 
②では、ベクトルタイル技術の最新動向を踏まえながら、地理院地図におけるベク

トルタイル表示機能を開発し、測量成果等の地理空間情報のベクトルタイル配信手法

を確立するための調査検討及び提供実験を行った。 
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③では、3D プリンタ、UV プリンタなどの様々なデバイスの最新動向やベクトルタ

イル技術等の地理空間情報の最新動向を踏まえながら、地理空間情報の立体模型等の

ファブリケーションへの展開について、立体模型のデータ作成や触地図等作成支援ツ

ールの作成などの開発研究を行った。 
④では、地球地図の効果的な整備・提供手法及び途上国への効果的な技術移転手法

を研究し、地球環境変化の把握・防災・減災などに資するため、地球規模の主題図デ

ータカタログや防災分野における地理空間情報の活用事例、地球地図データ等の公開

を行った。 
⑤では、測量全般にわたる技術や成果の社会的な意義を分かりやすく提示するため、

公的機関が実施する測量や公的機関以外も含めた測量全般のストック効果に関して調

査及び分析を行い、主な測量技術の効果を広く提示した。 
 本研究開発の成果としては、①では、タイル形式のウェブマッピングについて、国

際標準化機構地理情報専門委員会（ISO/TC 211）での報告や国際的な交流の場での優

位性の啓発、GitHub からウェブ地図のソースコードを公開するなど、タイル形式のウ

ェブマッピングの国際的地位の確立に向け、環境整備を推進した。②では、ベクトル

タイル表示機能を備えた地理院地図の開発を行い、基盤地図情報等についてベクトル

タイル提供実験を開始し、地理院地図パートナーネットワークの場を通じて外部技術

者と意見交換を行った。公開したデータや技術は外部技術者をはじめ広く国民に活用

されている。③では、災害対応時に 3D プリンタを用いた立体模型を関係機関に提供

し、地理空間情報を実体化、実物化することが地形理解のサポートに有効であると見

込まれる分野への活用を図った。また、3D プリンタ・ベクトルタイルを利用した触地

図等を作成・公開し、誰でも自由に触地図を製作できる環境を提供した。 
④では、地球規模の主題図データカタログや防災分野における地理空間情報の活用事

例、地球地図第 3 版（全球土地被覆）等の公開を行い、国連業務を含む国際的な環境・

防災分野等での活用が見込まれた。⑤では、行政用資料として「地図と測量」「電子

基準点」「国土地理院ランドバード」等をまとめ、測量のストック効果を広く国民に

提示した。 
 成果の公表状況については、研究報告書 7 件、審査付き論文 1 件、審査なし論文 12
件、口頭発表 10 件となっており、やや数は少ないが、ウェブ地図からの公表や提供、

災害対応など、国土地理院の事業に研究開発成果は十分に反映された。 
 他機関との連携については、④では、184 の国と地域が地球地図プロジェクトに加

盟し、毎年、進捗状況の報告や地球地図プロジェクトの方向性を議論した。平成 28 年

8 月の最終会合では、地球地図プロジェクトを統括する地球地図国際運営委員会の解

散を決議し、今まで地球地図プロジェクトで整備した有用な情報等を地球規模の地理

空間情報管理に関する国連専門家委員会に提供することや、地球地図データの国連移

管を実施した。⑤では、民間団体や学識経験者と連携し、検討を行った。今後も良好

な連携を継続するとともに、更に連携を推進すべきである。 
 研究体制及び予算については、担当部局において限られた体制及び予算の中、効率

的に運用することで概ね確保できた。 
 今後の課題としては、オープンソースの技術を使うため、常に技術の動向を確認し、
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良い技術を選択できるようにすることが必要である。 
 以上により、本研究の目標は、効果的、効率的に研究が実施され、概ね達成された。 
 
（３）宇宙技術の活用により位置情報基盤の整備・維持・更新を行うための研究開発 
 本項目では、①VGOS に関する研究開発、②干渉 SAR 成果の利用拡大に関する研究

開発、③物理測地学的な位置情報基盤の改訂に関する研究開発、④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（国土

交通省総合技術開発プロジェクト）が行われている。 
①では、石岡 VLBI 観測施設において VGOS 観測システムの構築を行い、安定的な

VGOS 観測実施に向けた試験観測及び装置の調整に着手するとともに、国際的な開発

状況を調査し、導入に関する指針を策定した。 
②では、ALOS-2 等の SAR データを広域的に効率よく解析処理するシステムを開発

し、全国の地盤変動を網羅的かつ高い信頼性で監視する手法を確立するとともに、地

理院地図を利用した分かりやすくかつ利用しやすい成果の出力方法及び公開形式を確

立した。 
③では、離島部のジオイド・モデルを整備するとともに、最新の重力測定結果を反

映した日本重力基準網 2016（JGSN2016）の整備、新たに開発した地磁気時空間モデル

を利用した磁気図 2015.0 年値の整備を行った。 
④では、GPS、準天頂衛星、GLONASS、Galileo を含む複数の衛星測位システムのデ

ータを統合的に処理する GSILIB を開発するとともに、マルチ GNSS 解析を測量等に

適用するためのマルチ GNSS 測量マニュアル（案）の作成、マルチ GNSS を情報化施

工に利用するための技術解説のとりまとめを行った。 
 本研究開発の成果としては、①では、石岡 VLBI 観測施設において、アンテナ制御

システムを構築した。また、VGOS 観測に向けて広帯域観測システムを用いた試験観

測を国内外の観測局と実施し、VGOS 仕様での観測が可能であることを実証した。さ

らに、VGOS 仕様による 5 日間連続のキャンペーン観測に参加し、データ品質が非常

に良好であることを国際 VLBI 事業（IVS）評議会で報告した。VGOS データ解析処理

技術について、海外の開発状況を調査し、導入に関する指針をまとめた報告書を作成

した。②では、全国を広域的に解析するため、SAR 干渉画像に含まれる長波長の誤差

を GEONET の結果を内挿補完して補正する手法を開発し、ALOS データを用いた実証

実験により全国の広域解析が実現可能であることを確認した。また、地理院地図を利

用して SAR 干渉画像と他の地理空間情報と重ねて表示できるシステムを開発し、関

係機関限定でインターネットから閲覧できる「地理院 SAR マップ」の運用を開始する

とともに、地震の変動域や火山毎に自動で SAR 干渉画像を抽出・切り出し観測日順に

並べたアーカイブを構築し、地理院地図で一般に公開した。本研究を基にした解析結

果は、熊本地震の評価、箱根山の大涌谷周辺の立入規制、桜島の火山活動評価に活用

され、防災上の重要な判断材料として利用されており、これまでに地震、火山、地盤

沈下地域等において多数の変動を検出した。③では、離島部を更新した新たなジオイ

ド・モデル（日本のジオイド 2011（Ver.2））を整備・公開した。また、絶対重力測定

と相対重力測定における潮汐補正方法の統一や重力データ処理プログラムの開発、最
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適な網平均モデルの検討等を行い、JGSN2016 として約 40 年ぶりに国内の重力基準網

を更新した。さらに、地磁気連続観測データを活用した新たな地磁気時空間モデルに

よる最適な磁気図作成手法を構築し、その成果を磁気図 2015.0 年値として公開した。

④では、複数の衛星測位システムを統合的に利用する際に発生するバイアスの最適な

補正手法を確立し、それらを組み入れた測量計算を行うGSILIBを開発するとともに、

マルチ GNSS 解析技術を公共測量の作業規程の準則へ適用させるためのマルチ GNSS
測量マニュアル（案）を策定し、準天頂衛星を含むマルチ GNSS の信号を組み合わせ

て効率的に測量を実施することを可能とした。また、マルチ GNSS を情報化施工等に

利用するための技術解説を取りまとめた。さらに、マルチ GNSS 解析の迅速な地殻変

動把握に関する知見は電子基準点リアルタイム解析システムの研究開発に活用され、

超巨大地震に伴う津波の予測支援等に利用している。 
 成果の公表状況については、論文賞等 1 件、研究報告書 28 件、審査付き論文 11 件、

審査なし論文 64 件、口頭発表 156 件、論文誌等での被引用数 5 編となっており、地理

院 SAR マップ、磁気図 2015.0 年値、高精度ジオイド・モデル（日本のジオイド 2011
（Ver.2））、JGSN2016、GSILIB、マルチ GNSS 測量マニュアル（案）など、着実に

成果の公表が行われた。 
 他機関との連携については、①では国立天文台、筑波大学、大阪府立大学、情報通

信研究機構、宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」という。）、②では JAXA、気象

庁、③では東京大学、④では JAXA、東京海洋大学、受信機メーカ等の民間事業者等

と連携して実施した。 
 研究体制等については、通常の業務と並行して研究を進めているため、リソースが

限られた中で、他機関と連携しながら予定していた研究を着実に行った。 
 今後の課題としては、①では、石岡 VLBI 観測施設における VGOS 観測システムの

安定運用、VGOS 観測データ処理に対応したソフトウェアの導入と試験運用及び将来

的なデータ処理の定常運用に向けたシステム構築、②では、ALOS-2 の後継機である

先進レーダ衛星（ALOS-4）（2020 年度打ち上げ予定）の観測データを円滑かつ確実に

処理するためのサーバ・ネットワークの整備並びに解析ソフトウェアの自動化及び高

速化、従前よりも高精度な変動検出のための解析手法の高度化（2.5 次元解析、時系列

解析）、③では、従前の重力基準網に基づく二等重力点成果の JGSN2016 への移行、

航空重力測量による山間部や沿岸域を含む全国を網羅した高品質な重力データの整備

及び新たな精密重力ジオイド・モデルの構築、地磁気時空間モデルを利用した予測値

の計算手法の確立、④では、衛星系や信号が現在も発展又は改良されているため、開

発当時の衛星系や信号を用いて行われたマルチ GNSS 解析技術の効果について、衛星

系や信号の配備完了後の再検証の必要性が挙げられる。 
 以上により、本研究の目標に対しては、①では、世界的に VGOS 観測の定常運用が

まだ確立されない等の課題はあるものの、目標を概ね達成したものと考える。②では、

将来的に先進レーダ衛星に切り替わった後の対応等に課題はあるものの、目標を概ね

達成したものと考える。③では、二等重力点成果の JGSN2016 への移行等の課題はあ

るものの、日本のジオイド 2011（Ver.2）や JGSN2016、磁気図 2015.0 年値の整備・公

開等、目標を概ね達成したものと考える。④では、GSILIB の公表やマルチ GNSS 測量
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マニュアル（案）の策定等、目標を概ね達成したものと考える。 
 
（４）地理空間情報の三次元化などの多様化へ対応するための研究開発 
 本項目では、地下空間を含む階層化、3 次元化や時間軸を持った情報など、地理空

間情報の多様化に対応するため、①電子国土基本図等の基盤的な地理空間情報の 3 次

元化に関する研究、②地理識別子等の整備促進と有効活用に関する研究、③地下街等

都市域における公共的屋内空間の地理空間情報の整備・更新と流通を促進する方策に

ついての研究、④ニーズに応じた様々な縮尺レベルに対応する電子地形図の提供を実

現するための地図表現技術の開発、⑤場所情報コードの活用推進に関する研究開発、

⑥3 次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発（国

土交通省総合技術開発プロジェクト）が行われた。 
 ①では、電子国土基本図等の基盤的な地理空間情報である基盤地図情報の 3 次元化

の実現に向け、3 次元データの作成・提供・利用に関する技術を調査するとともに 
3 次元レーザ点群データベースが試作された。また、オブリークカメラの空中写真に

よる 3 次元モデルの精度評価、レーザスキャナ搭載型 UAV の精度検証を行い、UAV
を用いた空中写真撮影及びオルソ画像作成作業要領（案）が作成された。これらの研

究開発成果は、災害時における UAV 撮影、レーザ計測及び 3 次元モデル作成、UAV
で撮影した空中写真及びレーザデータによるオルソ画像作成及び電子国土基本図更新

などの事業に反映された。しかしながら、現時点では、公共測量等の三次元化に向け

た取り組みは途上であり、目標である三次元基盤地図情報の製品仕様書等を達成する

には至らなかったため、本課題の達成度としてはやや不適切という評価であった。i-
Construction、公共測量等の多様な成果の三次元化に向けた取り組みは進展中であり、

今後これらの動向も踏まえながら引き続き検討が必要である。 
 ②では、国土地理院が整備している地理識別子を活用して、各種地名情報（居住地

名、自然地名等）における既存の管理用 ID を整理し、地図情報の注記等と共通に使用

できる管理用 ID の仕様を定めた。事業においては、管理用 ID を付与し、地図情報と

の関連付けを行うことにより、地名情報の更新等を効率的に管理するとともに、差分

（更新）データを更新情報として地図情報等の更新に活用できる仕組みを構築・運用

しており、地名の英語表記を行う際の管理用 ID としても活用した。 
 ③では、地下街等都市域における公共的屋内空間の地理空間情報の整備・更新と流

通を促進する方策について、関係者へのヒアリング調査を実施・検討を行い、「屋内

空間の三次元 GIS データ作成マニュアル（案）－設計図等の活用により簡便に作成す

る方法について－」を策定し、国土地理院ホームページから公開した。これにより、

3 次元地図の整備促進への寄与が期待できる。 
 ④では、精度が最も高い電子国土基本図データベースから、縮尺 1 万分 1 から 20 万

分 1 の範囲において任意の縮尺に適した電子地形図や地理院タイルを作成するための

技術開発として、中縮尺地図を想定した総描・転位の表現技術の開発、中小縮尺を含

む注記の自動衝突回避手法の研究及び地図情報レベル 50000 の地形図試作を行った。

また、英語を含む注記統合データベースを試作するとともに、中小縮尺地図にも適用

可能なベクトルタイル変換プログラムを開発し、英語注記ベクトルタイルを作成した。
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研究開発の成果であるベクトルタイル変換プログラムから作成した英語注記ベクトル

タイルは英語表記の地図として、国土地理院ホームページから試行的に公開した。 
⑤では、屋内外を問わず位置情報を利用できるように場所情報コードを用いた屋内

外ナビゲーションに関する研究や、場所情報コードを用いた公物管理に関する研究を

行ったほか、場所情報コードの運用に関する検討とその効果を検証した。具体的には、

視覚障害者への道案内や災害時の避難誘導などの屋内外ナビゲーション、森林空間に

おける公物管理、IC タグ付きマンホール蓋による公物管理など場所情報コードの活用

と有効性を検証し、その結果や課題を場所情報コード閲覧システムや管理システムに

反映し、より利便性の高いシステムに改良した。また、場所情報コードの運用におい

ては、検索 API 提供、ウェブによる場所情報コード申請システムの構築、場所情報コ

ード登録申請 API 提供の構築を行い、位置情報基盤整備のためのガイドラインを更新

した。 
⑥では、ビル街などにおける衛星測位の適用範囲の拡大と屋内外シームレス測位の

実現、3 次元地図の整備・更新に関する技術開発の検討を行い、成果を標準的な仕様

書に取りまとめた。具体的には、以下の成果があった。 
 衛星測位におけるマルチパスの影響を軽減するための先行研究の調査や有効な

手法を選定・改良し、それを実装した検証用プログラムを開発 
 既存の位置補正手法を調査し、各種測位デバイスの設置条件等を標準化し、測

位デバイス情報の共通利用を可能とするための標準仕様「位置情報基盤を構成

するパブリックタグ情報共有のための標準仕様（Ver.1.1）」及び「屋内測位のた

めの BLE ビーコン設置に関するガイドライン（Ver.1.0）」の作成 
 既存技術・将来を含めた屋内地図整備に利用可能な情報の収集と仕様の分析を

通じ、公共的屋内空間における階層及び将来の BIM との連携を考慮した標準的

な屋内 3 次元地図の仕様案として「階層別屋内地理空間情報データ仕様書（案）」

「3 次元屋内地理空間情報データ仕様書（案）」を作成 
 カメラ、距離センサや移動型レーザスキャナ等の低コストで屋内モデルを作成

する方法の調査等を実施及び「簡便な手法による 3 次元地図作成・更新のため

のマニュアル（案）」を作成 
 
これらの成果はウェブで公表されており、国土交通省で実施されている「高精度測

位社会プロジェクト」や「ICT を活用した歩行者移動支援」で使用され、東京駅や新

宿駅周辺の屋内地図データがオープンデータとして G 空間情報センターから公開さ

れた。 
 成果の公表状況については、研究報告書 20 件、審査付き論文 1 件、審査なし論文

14 件、論文誌等での被引用数 1 編、口頭発表 25 件であり、論文賞等の受賞はなかっ

たものの、多くの研究成果が着実に生み出された。 
以上から、本研究の目標は概ね達成された。 

 今後の課題としては、①では、公共測量成果における 3 次元化対応の促進と国土地

理院として整備・提供すべき 3 次元データの詳細の検討が必要である。②では、地名

情報の多言語化に伴い、それらの情報の管理手法や検索方法の検討が必要である。④
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では、地図情報レベル 50000 の地図に対応した自動生成ツールの実用化が必要である。

⑤では、「パブリックタグ」（スマートフォンなどで情報が取得可能な Wi-Fi や BLE
マーカなどのデバイスのうち、取り付けられている場所を特定するための情報が所定

の形式でデータベースに登録されているものを指す）の普及促進が必要である。 
 
３．２．２ 次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 
（１）次世代衛星測位技術の効果的・効率的活用に関する研究開発 
 本項目では、次世代の衛星測位に関する技術の動向等を見据えつつ、PPP の高度化・

補正手法、次世代における高精度測位のニーズに応じたさらなる高精度化の可能性、

地図等の地理空間情報と測位結果等の位置情報との整合性を高めるためのダイナミッ

クな測地基準系など今後の研究開発に必要な知見が得られることを目指し、①次世代

GEONET の構築、②リアルタイム精密単独測位法の応用に関する研究開発が行われた。 
 ①では、電子基準点の高度化並びに中央局のデータ収集・配信及びデータ解析のシ

ステム構築を進めるため、「津波予測支援のための GNSS リアルタイム解析に関する

研究」や「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（国土交通省総合技術開発プロジェクト）」の研究開発成果等

を GEONET へ組み込むための検討を行い、次世代 GEONET の構築が進められた。 
 ②では、リアルタイム地殻変動把握の活用範囲の拡大や測量の効率化を図るため、

リアルタイム精密単独測位法について、安定した測位精度の達成に必要な技術開発を

行うとともに、電子基準点のデータから PPP-RTK に必要となる補正情報を生成する

手法開発を行い、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が構築さ

れた。 
 本研究開発の成果としては、①では、GEONET の定常解析における最終解（F3）に

加え、平成 27 年 5 月から速報解（R3）の提供を開始するとともに、平成 28 年 4 月か

ら Galileo の信号のデータ提供を開始し、平成 30 年 3 月には準天頂衛星、GLONASS、
Galileo、GPS（L5）の信号について全点のデータ提供に至るなど、測地インフラとし

ての GEONET の高度化が進められ、マルチ GNSS の利用環境の整備に貢献した。ま

た、火山周辺の電子基準点に対し、火山災害による停電時においても地殻変動観測を

継続できるよう太陽光発電設備を設置し電源供給の確保が進められた。さらに

GEONET のリアルタイム常時解析システムを整備するとともに、現行の定常解析（F3
解析）の課題点の検証を行い、GPS に加え GLONASS を活用し、国際地球基準座標系

（ITRF）との長期整合性及び精度を向上させる次期定常解析システム（第 5 版）の解

析戦略の開発が進められた。②では、GNSS 解析ソフトウェア RTKLIB を用い、外部

機関により公開されている補正情報を用いて試行的に測位を行なうシステムを開発し

た。また、JAXA により開発された GNSS 解析ソフトウェア MADOCA を用いて準リ

アルタイム（6 時間毎、約 3 時間遅れ）で補正情報を生成するシステムを開発した。

これらのシステムを組合せ、リアルタイム PPP-RTK システムのプロタイプが構築さ

れ、測地観測センターで運用されている、地殻変動のリアルタイム監視を行うシステ

ムの冗長化と頑健性向上に向けて、試験運用が進められた。 
 成果の公表状況については、研究報告書 9 件、審査あり論文 2 件、審査なし論文 3
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件、口頭発表 25 件となっており、適切に公表が行われた。 
 他機関との連携については、②では、測位ソフトウェア MADOCA は JAXA から提

供を受けており、連携の下に進められた。 
 研究体制については、実施体制が強化され、システム開発・整備等へのエフォート

割り振りが改善されたが、終盤では GEONET システムの複雑化と機器の老朽化が進

み、そのための運用管理にかかる負荷の増大に伴い、エフォートの割り当てが一部十

分ではなかった。 
予算については、①では、限られた予算の中で、着実に実施された。②では、特別

研究経費が確保されており、十分であった。 
以上により、本研究の目標は、概ね達成されたと評価される。 

 今後の課題としては、①では、GEONET の定常解（最終解、速報解、迅速解）は、

測位衛星系が GPS だけであった GEONET 構築以降という長期にわたるものも含め地

殻変動監視にも活用されることに留意し、次期定常解析システム（第 5 版）を構築す

るとともに、準天頂衛星、Galileo など新たな衛星系や測位信号に対応する研究開発を

さらに進める必要がある。また、GEONET の持続的な運用と高精度測位の利用可能範

囲を広げるため、GEONET の運用、維持を効率化する研究開発や国土地理院の外部で

運用される GNSS 連続観測局を GEONET に取り込んで活用可能とする研究開発も必

要である。②では、リアルタイム PPP-RTK システムを全国規模で安定して運用とする

研究開発を進めるとともに、その技術の測量での活用に向けて、地殻変動の影響など

により、リアルタイムの測位解（今期）と測量成果（元期）が支える国家座標の間に

生じる系統的なずれを補正する技術の高度化に向けた研究開発が必要である。 
 
（２）次世代の地理空間情報の整備・提供・活用方法に関する研究開発 
本項目では、5～10 年後の社会変化（ICT の進歩、人口減少、高齢化等）を分析し、

地図作成分野における生産性を飛躍的に向上させることを目指し、①地理空間情報の

新たな活用可能性に関する研究、②次世代の地理空間情報の整備方法に関する研究開

発が行われた。①では、次世代で必要とされる地理空間情報の活用可能性について課

題を整理し、将来における研究開発に向けた準備を行った。②では、地図作成におけ

る判読・図化の工程を研究対象として人工知能分野の技術を導入し、測量成果として

活用可能な精度と生産性の飛躍的な向上を両立する地物自動抽出技術の開発を行った。 
本研究開発の成果としては、①では ICT、特に 3 次元地理空間情報に関連する技術

面・活用面の動向情報や、人口減少・高齢化予測に関する情報及び限界集落、ニュー

タウンなど先行的に生じている課題についての情報を取りまとめた。②では、我が国

全域を対象とした抽出結果の定量評価用データセットを構築し、評価値の信頼性につ

いて考察した。また学習データ数が多くなるにつれて、GAN（敵対的生成ネットワー

ク）よりも DNN（ディープニューラルネットワーク）の地物抽出性能が良好となる傾

向を確認した。 
成果の公表状況については、①では、研究開発に向けた準備過程との性格から、研

究報告書 1 件のみではあるが、UAV や MMS 等の新技術を国土地理院の地理空間情報

取得に利活用する可能性など幅広に取りまとめた。②では研究報告書 2 件、口頭発表
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1 件であるが、5 年間の研究における初年度としては十分な数と考えられる。 
他機関との連携及び研究体制等については、①では本研究の目的そのものが院内に

おける研究開発に向けた準備であることから、地理地殻活動研究センター内に検討会

を組織し、一研究室で完結することなく横断的な検討体制がとられた。②では、当初

計画の研究官数が確保できず、またコンピュータ資源の確保への充当を予定していた

研究費が使用できず、極めて高い達成目標を掲げた研究の実施体制としては不十分で

あったため、研究の効率性では不適切との評価とあった。 
今後の課題としては、①は将来における研究開発に向けた準備との性格であること

から現計画の初年度において終了したが、当初予期しなかった社会変化に研究開発が

柔軟に対応できるよう、適宜本研究を再開できる体制は常に維持しておく必要がある

と考えられる。②では、コンピュータ処理能力を増強することによる DNN の学習環

境の整備と、研究体制の拡充が必要と思われる。 
以上により、本研究の目標に対しては、着実に進捗し達成されたと言える。 

 
３．２．３ 防災・減災のための研究開発 
（１）現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発 
本項目では、①地殻活動監視とモデル推定手法高度化のための観測データ取得に関

する研究、②広帯域な地殻変動把握のための GEONET 解析技術の高度化、③地殻変動

の現状把握・分析技術の高度化に関する研究、④自然災害の発生予想に資する災害と

地形等の関係に関する研究、の 4 つの研究開発が行われた。 
 ①では、GNSS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）について、通信の低コスト

化及び大容量データ対応のための通信装置整備と積雪寒冷地でも安定的な設置･運用

を可能とする改良型の装置を開発し、実地での試験観測を行った。 
 ②では、全国の電子基準点について、高時間分解能（１秒及び 30 秒）のキネマティ

ック GNSS 座標時系列データをリアルタイム又は後処理で生成するとともに、スタテ

ィック解析結果との整合性を確保する技術開発と高時間分解能の地殻変動データを用

いた地殻活動発生初期段階における時系列解析とその変動メカニズムのモデル化を実

施した。 
 ③では、SAR 干渉解析による地盤変動計測の精度・安定性向上に関する技術開発及

びそれらの技術を地殻変動監視へ適用するためのシステム構築、干渉 SAR 時系列解

析による微小地盤変動抽出に関する技術開発及び地盤変動の力源モデル推定等への応

用研究を行った。 
 ④では、既往災害の状況を把握し、災害と地形等との関係を整理するとともに、航

空レーザ測量や SAR などのリモートセンシング技術を活用することで、自然災害に

対する土地の脆弱性を効率的かつ的確に把握する技術を開発し、自然災害の危険度や

発生場の事前予測に関する研究開発として、地震ハザードマップ作成のための土地の

脆弱性情報の効率的整備手法の確立、土地被覆分類情報を適用した斜面の脆弱性評価

の高精度化手法の確立、津波・液状化の災害地理学的ハザード評価手法の提案、干渉

SAR と航空レーザ測量技術の融合による大規模斜面崩壊危険箇所の抽出手法の整理、

地盤災害の災害予測地図とハザードマップの高度化手法の確立、宅地盛土の地震時安
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全性評価支援システムの改良等に関する研究開発を行った。 
 本研究開発の成果としては、①では、多項目の観測データの送受信を衛星電話回線

から一般携帯電話回線への切り替えが可能となったことにより、通信コスト削減に成

功したことに加え、画像等の大容量データの送受信が行えるようになった。また、設

置環境の厳しい寒冷地で安定的に収集・送信できる機動観測用装置が開発され、実地

で運用できることが確認された。②では、GEONET により得られる地殻変動データか

ら矩形断層モデルを逐次的に推定するシステム及び海溝型地震による地殻変動からす

べり分布モデルを即時推定するシステムを開発するとともに、使用する観測点数の増

加に対応した計算時間短縮手法の開発を行い、過去の大地震時の地震断層パラメータ

を用いて、十分な精度で安定して地震規模を推定可能であることを検証できた。この

システムの成果の活用により、測地観測センターでは津波予測支援システムの実用化

に至った。また、GNSS のキネマティック座標時系列データから地震・火山活動に伴

う地殻の状態の変化を準リアルタイムで推定するシステムのプロトタイプを構築し、

これを用いて正しくマグマだまりの状態を逐時推定することができることを確認した。

さらに、後処理により、高精度な PPP-AR 測位を迅速に行うことが可能な精密暦及び

補正情報を生成するシステムを試作し、解の品質の評価が可能となった。③では、数

値気象モデルによる大気遅延誤差低減及び電離層モデルによる誤差低減技術を GUI
操作が可能な解析システムに実装し、精度の高い干渉 SAR 時系列解析を効率的に行

うことが可能となった。ここで開発された機能の一部は、測地部の高精度地盤変動測

量事業で利用された。また、ALOS-2 に搭載されている GPS 観測データから精密な軌

道を推定するシステムを実装するとともに、ノンパラメトリック検定によるマルチル

ック処理及び Phase Linking 法を基にした Distributed Scatterers 点の位相最適化機能、

Range Split-Spectrum 法による電離層起因誤差の低減処理機能、シングルルック及びマ

ルチルックに対応した SBAS 法等を開発して、いずれも干渉 SAR 時系列解析に実装

した。これらの開発成果により、例えば熊本地震、大阪府北部の地震、北海道胆振東

部地震、ハワイ・キラウェアの火山活動、インドネシア・ロンボク島の地震等に伴う

広域の地殻変動及び余効変動を適切に抽出できた。また、干渉 SAR 時系列解析におけ

る位相最適化技術を C バンド SAR データに適用することにより、2015 年箱根山・大

涌谷の噴火に前駆して約 5mm/年の速度で進行する局所的な地盤変動の検出に成功し

た。④では、地形分類情報項目と液状化リスク評価基準の体系を再整理し、既存の 250m
メッシュサイズの地形分類情報と詳細な標高データ等を併用して、効率的に 50m メッ

シュサイズの地形分類情報を生成する手法を開発し、より詳細な液状化ハザードマッ

プの作成を可能とした。また、経験的手法と工学的手法を融合した相対的液状化危険

度評価手法について検討するとともに、カラーユニバーサルデザインを考慮した液状

化ハザードマップの表現手法について検討した。干渉 SAR 技術を用いた研究開発成

果としては、大規模斜面崩壊の前兆的変動の検出パターンや現地で地表変状が確認で

きるケースの位相変化の観測条件・検出場条件を調査・整理し、地形情報を効率的に

防災に利用することを可能とした。さらに、従来の宅地盛土の地震時安全性（滑動崩

落の危険性）を評価するシステムを、東日本大震災の事例を踏まえて改良するととも

に、造成前地形を SfM/MVS 技術を用いて効率的に作成する手法を提案した。その他、
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航空レーザデータによる土地被覆分類情報を適用した斜面の脆弱性評価マニュアルを

作成し、ウェブで公開した。 
 成果の公表状況については、論文賞等 3 件、研究報告書 57 件、審査付き論文 35 件、

審査なし論文 22 件、口頭発表 139 件、その他成果のウェブによる公開等 25 件となっ

ており、適切に公表が行われた。また、論文の被引用数も合計で 217 件に上った。 
 他機関との連携については、①では気象庁、②では東北大学、③では京都大学防災

研究所や（国研）防災科学技術研究所、④では名古屋大学や茨城大学等多数の大学・

国土技術政策総合研究所等の研究機関との共同研究・情報共有が行われ、幅広く研究

開発成果につながった。また、④では地盤の液状化リスクや宅地盛土の安全性評価と

いった国土交通本省の行政課題の解決に資するような研究も行われた。 
 研究体制については、地理地殻活動研究センターの各研究室を中心に、GNSS に関

する研究テーマでは測地観測センター、SAR に関する研究では測地部、地理・地形に

関する研究テーマでは応用地理部との連携により研究が進められた。 
予算については、それぞれ課題の軸となるテーマについて特別研究を立てて、継続

的に研究開発が行われるように工夫された。ただし、REGMOS の改良や ALOS-2 後継

機を見据えたデータ管理体制等については、今後の課題として、研究とは別に予算や

人材の確保の工夫が必要と思われる。 
 以上により、本研究の目標に対しては、適切に進捗し十分に達成されたと言える。 
 
（２）災害時の状況を速やかに把握し、情報共有・提供するための研究開発 
 本項目では、①航空機 SAR による災害状況把握に関する研究、②津波予測支援のた

めの GNSS リアルタイム解析に関する研究、③既存情報を活用した発災時の災害状況

の速やかな把握に関する研究が行われた。 
 ①では、活発な火山や土砂災害が発生した箇所において「くにかぜⅢ」に搭載され

た航空機 SAR による観測を実施し、地形変化の把握や土砂災害箇所の抽出方法につ

いての検討などを実施した。 
 ②では、リアルタイム解析について、それまで GPS 衛星のみに対応していたものを

GLONASS 等にも対応できるようマルチ GNSS 化したほか、システムの信頼性及び安

定性をより一層向上させるための研究開発も実施した。 
 ③は、既存の地理空間情報を活用し、自然災害の発生時に災害の情報を迅速に把握・

提供すべく、SGDAS の運用に関する研究などのほか、特別研究「浸水状況把握のリア

ルタイム化に関する研究」（平成 29 年度～令和元年度）を実施した。 
 本研究開発の成果は、以下のとおりである。 
 ①では、平成 26 年に御嶽山の噴火に伴い航空機 SAR 観測を行って地形観測の有効

性を確認したほか、霧島山新燃岳で平成 29 年 10 月と平成 30 年 3 月に観測を実施し

て火口近傍の地形変化を把握したなどの成果をあげた。さらに、活動的な火山に対す

る定期的な観測計画も立案したほか、データ処理システムの改良による高精度化やマ

ニュアル整備なども成果である。また、ここ 2 年間の災害対応の実績をみると、特に

航空機 SAR については、火山活動時、火口周辺に水蒸気や噴煙があった場合でも地形

計測ができており、航空機 SAR が引き続き必要なことも分かった。 
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 ②では、GLONASS を組み込むなどのマルチ GNSS 化により、地殻変動の検知精度

を向上し、熊本地震の地殻変動結果を地震調査研究推進本部へ迅速に提供する等の成

果をあげた。さらに、システムを安定的に運用するため、PPP 解析機能の組み込みな

ども実施し、目標精度が確保できることを確認した。また、平成 29 年度からは内閣府

の津波による被害推計システムへの情報提供を実施した。 
 ③では、強い地震の発生直後に推計した土砂災害と液状化の発生可能性範囲が強い

地震ほど実際と整合的な傾向にあることを確認した結果、防災関係者に推計結果を自

動的にメール配信する SGDAS を正式運用できるようになったことが成果である。ま

た、特別研究では、浸水範囲の自動検出を試み、教師データの与える影響、チューニ

ング等についての知見を得たほか、河川域の超高感度カメラ・熱赤外カメラによる夜

間撮影を行い、昼夜を問わないデータ取得に向けた足がかりを確認した。 
 成果の公表状況については、論文賞等 1 件、研究報告書 19 件、審査付き論文 5 件、

審査なし論文 14 件、口頭発表 34 件、論文誌等での被引用数 66 編となっており、適切

に公表が行われた。 
 以上により、本研究の目標については概ね達成された。 
  今後の課題としては、GNSS リアルタイム解析については、より迅速かつ安定的な

運用を目指した技術開発を引き続き実施するとともに、より多方面での利用、例えば

火山防災分野でも活用できるように検討を進めるべきことが挙げられる。また、大規

模災害が発生した際の被災状況の迅速な把握に AI 技術を応用し、実用化につなげる

ことも重要な課題である。 
 
３．２．４ 地球と国土を科学的に把握するための研究 
（１）地殻活動の解明のための研究 
本項目では、地震・火山活動に関わる現象を、地殻変動の中長期的にわたるモニタ

リングを通じて、より深く理解するため、①プレート境界型地震の発生・準備過程の

解明に関する研究、②内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明に関する研究、③余効

変動メカニズムの解明と今後の地殻変動予測に関する研究を行った。 
①では、日本列島周辺の広域テクトニクスモデルを構築し、プレート境界域の固着

状態の変化を通してプレート境界域での歪みの蓄積・解放過程を解明した。 
②では、国土地理院の行う地殻変動モニタリングデータに基づき、内陸域の変形過

程のモデル化、内陸地震・火山活動の準備・先行・推移過程における断層すべり・力

源モデルの推定及びその推定手法の高度化に関する研究を行った。 
③では、過去の大地震の余効変動について、複数の発生メカニズムを考慮した余効

変動のモデル化を実施し、モデル化されたパラメータを基に余効変動を計算機上で再

現するとともに、今後の余効変動の推移を計算により予測した。 
本研究の成果としては、①ではブロック断層モデルを組み込んだ時間依存インバー

ジョンプログラムの開発を行い、ブロック運動の影響を考慮してプレート境界面の固

着・滑りの状況を推定できるようになり、日本列島の広域を統一的に解析できるよう

になった。従来の手法と異なり定常変動を除去する必要が無く、固着・滑りの状態を

そのまま捉えることができるという特徴があり、平成 15 年（2003 年）十勝沖地震の
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余効滑りや 2008 年の福島県沖の地震、茨城県沖の地震以降の固着の減少、豊後水道や

東海地方でのスロースリップなどが検出された。また、従来の時間依存インバージョ

ンでの解析により、2013 年以降に房総半島、東海地域、紀伊水道、豊後水道、日向灘

などでの長期的スロースリップの発生を捉え、それぞれのイベントでの滑りの時空間

変化を推定した。その結果、それぞれの地域で異なった時空間変化を辿ることを示す

結果が得られた。さらに、これまで GNSS では検出の難しかった短期的スロースリッ

プについても、比較的大きな規模であれば時間依存インバージョンでの解析により検

出が可能となりつつある。②では、内陸域の変形過程のモデル化については、新潟平

野周辺のひずみ集中帯の地殻変動の詳細観測及びモデルの検討を行った。越後平野の

過去の内陸地震に伴う粘弾性変形を計算し、これらの余効変動はひずみ集中帯の短縮

変形には大きく寄与しないことを示した。推定手法の高度化については、時間依存イ

ンバージョンに等方的な球状圧力源モデル（茂木モデル）だけでなく、ダイク及びシ

ル開口を取り入れられるようなプログラムの改良、有限要素法により実地形や不均質

な地下構造を組み込んだ地殻変動計算を GUI 操作で実行可能とするシステムのプロ

トタイプの開発、ALOS-2 の左ルック観測データに対応するようにモデル解析プログ

ラムの改良を行った。また、断層すべり・力源モデルの推定については、GEONET や

ALOS-2 等を用いて、御嶽山の噴火や桜島のマグマ貫入に伴う地殻変動、箱根山・大

涌谷の噴火に前駆して進行した局所的な地盤膨張、長野県北部の地震や熊本地震、北

海道胆振東部地震、ネパールの地震等に伴う地殻変動を抽出し、モデルの構築を行っ

た。特に ALOS-2 のデータ解析では、これまでの SAR 干渉解析に加え、衛星進行方向

の地殻変動を抽出できる Multi Aperture Interferometry（MAI）法、大きな変位量の抽出

が可能なピクセルオフセット法を適用し、地殻変動の詳細な抽出及び 3 次元変動場の

取得を行った。③では、平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の余効変動につ

いてモデル計算を通じた検討を行い、海域では海洋マントルの粘弾性緩和、陸域では

マントルウェッジの粘弾性緩和が支配的であると解釈できることが分かった。また、

観測されている余効変動を説明するためには、海洋マントル、マントルウェッジの粘

弾性変形だけでは十分ではなく、リソスフェアとアセノスフェアの境界層（LAB）を

考慮する必要があること、余効変動の時間変化まで含めて考えると、マントルウェッ

ジと海洋マントルの粘性率の違い、プレート下面の低粘性層の存在、粘性率の深さ依

存性等の粘性構造の不均質が重要であることが分かった。また、震源近傍のデータだ

けでなく、遠方のデータも粘性構造の制約には有効であることも分かった。2004 年の

紀伊半島南東沖地震の余効変動についても LAB を考慮する必要があることなどが分

かった。さらに、内陸で発生した地震として熊本地震の余効変動について検討を行い、

弾性層の厚さや粘性層の粘性率を推定した結果、地震後 6 か月以降の変動はほぼ粘性

緩和で説明でき、初期の急激な変動は余効滑りの影響と考えられることが分かった。 
成果の公表状況については、研究報告書 38 編、審査付き論文 21 件、審査なし論文

14 件、口頭発表 101 件、論文誌等での被引用数 196 編となっており、国際学会での発

表や英語版ホームページ上での公表・公開など外国への情報発信も有効に行われた。 
他機関との連携については、海上保安庁から海底地殻変動データ、気象庁及び防災

科学技術研究所から火山周辺の地殻変動データの提供を受け、地殻変動の把握及びモ
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デル計算に利用した。活断層周辺の地殻変動研究において実績のある東北大学及び名

古屋大学と共同研究協定を締結して、GPS 観測点の共同運用やデータの解釈等で密接

な連携を行った。また、粘弾性緩和の研究において東京大学地震研究所と研究協力を

行い、情報交換を行った。 
研究体制及び予算については、全体的には人員が不足しており、担当部署において

限られたリソースの中、効率的な実施に努めたことで、項目によっては概ね妥当であ

るが、研究の円滑な推進のためには必要な人員の確保及び適切な研究体制が望まれる。 
今後の課題としては、①では、ブロック断層モデルを組み込んだ時間依存インバー

ジョンプログラムでブロック運動を考慮することができるようになったものの、より

正しい推定結果を得るためには、ブロック断層モデルを最適なものとする必要がある。

今後、活断層分布や地殻構造、地震活動等について最新の研究成果を踏まえつつ、検

討を行う必要がある。また、従来の手法による分析についても他の地域にも適用して

いく必要がある。②では、地形や地下構造の影響を考慮した地殻変動計算システムに、

力源モデル計算機能を実装し、火山の地殻変動解析の高度化を進めることが重要であ

る。③では、余効変動の個々のメカニズムの解明だけでなく、複数のメカニズムを考

慮したモデル化が望まれる。また、東北地方太平洋沖地震の余効変動に関しては、時

間変化の様子を含めたモデル化が望まれる。 
以上により、本研究の目標に対しては、目標達成に向けて着実に研究が進められた。 

 
（２）地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化のための研究 
 本項目では、地球の変形機構などの理解を深めることにより，中長期的観点で測地

基準系の維持・管理を高度化することを目指し、基準点監視による世界測地系におけ

る国土の地殻変動場とその変動機構の理解を図り、適切な成果改訂手法の構築におけ

る活用方法を研究するとともに、ジオイドと日本の標高基準系のさらなる高精度決定

を進める研究開発が行われた。 
 本研究の成果としては、まず、国土の地殻変動場の理解に関して、ITRF2014 に準じ

た電子基準点座標時系列の非線形モデリングのため、Markov Chain Monte Carlo 
（MCMC）法に基づく推定プログラムが開発された。これにより座標時系列データを

より複雑な多変数の変動モデルで表現することが容易になった。東北地方太平沖地震

後の余効変動について適用した結果、1cm 以下の整合性で地殻変動が表現可能で、測

地基準座標系の変化を補正するために実運用に向けて開発を進める地殻変動補正シス

テムの基盤となる仕組みとして活用できることが確認された。さらに、ジオイドに関

して、重力衛星 GOCE など最新の重力データに基づき、それぞれの重力データを最適

に結合する手法を取り入れたストークス理論に基づく除去復元法によって、標準偏差

で 6cm 程度の精度を持つ新たな重力ジオイド・モデルが開発された。本モデルの与え

るジオイド高は、電子基準点 103 点における実測ジオイド高との比較では、標準偏差

7cm で整合しており、モデルのばらつきを考慮すると従来の標高とよい整合を示すこ

とが確認された。また、重力地形補正の高度化と K 近傍法による地上重力データの異

常値除去に取り組んだ結果、ジオイド・モデル構築時におけるパラメータ依存性が軽

減し、安定性の向上が図られた。航空重力データを用いた精密なジオイド・モデルの
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構築のため、航空重力データと他の重力データの最適な結合手法とその重力化成処理

の高度化に関わる研究を行った。データ結合には最小二乗コロケーション法を用いた。

また、重力化成処理には従来日本の重力ジオイド計算で使用されている Stokes-
Helmert’s 法ではなく、不均質な地下構造と球面近似の地球を想定した処理が可能な

UNB（University of New Brunswick）法を適用したところ、米国コロラド州の重力デー

タを用いたジオイド・モデル構築手法の比較実験において、他の 14 機関とよい整合性

を示し、本研究のモデル構築手法の妥当性が確認された。 
 成果の公表状況については、論文賞、奨励賞等の受賞数 1 件、研究報告書 12 件、審

査付き論文 6 件、審査無し論文 3 件、口頭発表 22 件、論文誌等での被引用数 26 編で

あり、概ね適切に公開されたと考えられる。 
 他機関との連携については、一橋大学及び海洋研究開発機構と連携が図られており、

概ね適切であると考えられる。 
 研究体制については、地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室の研究官 2 名が分

担して担当しており、概ね妥当と考えられる。 
予算については、従来一般研究予算で対応していたが、平成 28 年度から一部の課題

について特別研究経費が確保されており、概ね妥当だと考えられる。 
今後の課題として、国土の地殻変動場の理解については、次の点が挙げられる。 

 電子基準点座標時系列の非線形モデリングにおけるモデルの予測能力の評

価や面的な地殻変動場を適切に表現するための空間補間手法の高度化 
 測地基準座標系の維持管理における実運用に向けて計算の効率化・自動化 

 
 また、ジオイド・モデルに関する今後の課題として、次の点が挙げられる。 

 航空重力データの適切な重量モデルの開発、球地形を考慮した大気重力補正

モデルの開発 
 船上重力データの導入による海上重力場モデルの高度化 
 重力基準網の更新による地上重力データの高精度化 
 調和接続による重力ジオイド・モデルの構築などを通じ、ジオイド・モデル

のさらなる高精度化を図ること 
 従来の標高体系との定量的な比較を行い、高精度なジオイド・モデルを基盤

とした標高体系のあり方を検討すること 
 
さらに、多点固定方式による標高体系の試作と評価のため、各海域における重力ポ

テンシャル値と海洋動的地形の推定に関わる研究も必要である。 
 以上により、本研究の目標に対しては、達成に向けて着実に研究が進められたと評

価される。 
 
（３）地球と国土の環境を科学的に把握するための研究 
 本項目では、地形分類・土地被覆分類や地質構造解析及び国土の表層環境変化把握

のための測量データ・リモートセンシングデータの分析手法の開発、防災面を考慮し

た地域区分とその特性に関する研究及び地球地図の効果的な整備・提供手法の研究及



 

26 
 

びグローバルな地形分析などを通じて地球環境変化の把握などに適用可能な知見を得

るための基礎的研究を行った。 
 本研究の成果としては、測量データ・リモートセンシングデータの分析手法の開発

と防災面を考慮した地域区分とその特性に関する研究では、航空レーザ 5ｍDEM を用

いた斜面分類と地すべり位置、旧版地図の土地利用・集落位置と災害の関連性の分析

結果を得たことにより、地形分類・土地被覆分類と災害発生の関係性に関する理解が

深められた。また、従来は陸域のみ、海域のみで別個に分析されていた地形研究にお

いて、陸域の DEM と海域の DEM を滑らかに接合する手法を開発したことにより、海

陸一体の DEM による連続的な地形データを用いて地形の分析を行う手法を提案し、

陸域から海域まで連続した一連の地形として災害発生の要因等を分析することの有意

性を認識した。グローバルな地形分析などに関しては、高精度全球標高データ（MERIT 
DEM）から内挿した 280mDEM を用いてポリゴンベースのグローバルな地形分類デー

タを作成する手法を開発し、領域分割・機械学習・階層クラスタリングにより全球の

地形分類図を完成させた。これにより、段丘地形の抽出や 1km 以下のサイズの地形の

分類を進歩させることができたほか、Vs30（深さ 30m までの地盤の平均 S 波速度）と

地形分類図の比較検討を行ったことで地盤分類への利用の方向性も示された。研究の

実施にあたっては、米国地理調査所（USGS）の研究者との連携や、海上保安庁や複数

の大学との共同研究など、外部機関と連携して研究を進める手法が採られているほか、

防災地理教育の観点から子供たちの関心と問題意識を呼び込む手法として、探検型の

コンピュータゲームソフトを用いて地形・地質を学べる仕組みを作成し、学校と連携

して中学１年生の理科の授業を行って若い世代への効果的なアウトリーチを模索する

研究も行われており、間口を広げかつ将来を見据えて研究が実施されている。 
成果の公表状況については、論文賞等 3 件、研究報告書 15 件、審査付き論文 3 件、

審査無し論文 7 件、口頭発表は国際学会での 5 件を含む 31 件であった。このうち地

形分類に関する審査付き論文 1 編は、日本地球惑星科学連合のオンラインジャーナル

で最もダウンロード数が多かった The Most Downloaded Paper Award 2019 を受賞し、

注目を集めている 
研究体制及び予算については、地理分野を専門とする研究官の人数が減少する中、

異なる分野を専門とする研究官との連携や、共同研究を有効に活用するなど実施方法

を工夫することで研究のペースを確保し、研究予算も計画期間を通じて科研費を獲得

できたことで効率的に研究が実施されている。 
 今後の課題としては、地形分類に関する研究では DEM の精度の問題と人工地形に

より平野の微高地が十分に識別できないこと、異なる地質構造区あるいは気候区の下

では同じ局所地形が必ずしも同じ斜面構成物質を示さないことが挙げられ、地形分類

と災害発生の関係性を分かりにくく複雑にする要因となっている。これは、災害リス

ク情報の高度化に向けた障壁となり得るため、今後も基礎的な知見の蓄積を継続する

必要がある。また、分析におけるモデルの推定手法に関しても AI にブレークスルー

をもたらした深層学習の有効性の検討が必要と考えられる。 
以上により、本研究の目標に対しては、基礎的な知見が着実に蓄積されており今後の

課題も明確となっていることから、適切に目標を達成していると評価できる。 
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３．３．研究開発の推進方策に関する評価 
３．３．１ 評価の実施 
特別研究については、内部評価委員会、測地分科会及び地理分科会を経て、研究評

価委員会において事前評価及び終了時評価を実施した。評価時期については、新規提

案課題は予算要求が本格的に始まる前に、終了課題は特別研究終了時に行った。研究

評価の結果は、国土地理院のウェブサイトにおいて情報を発信した。 
 
３．３．２ 研究開発の実施状況の把握・公開・管理 
研究開発基本計画に示す目標に適合した研究開発プロセスを明確にするため、より

具体的な研究開発の内容、目標等について、年度ごとに研究開発実施計画を定め、課

題を明確にした。また、各部・センターの年度ごとの業務計画書に研究テーマと研究

開発基本計画におけるその位置づけを明記することで、目標達成のための進捗を的確

に把握した。研究成果の公開として、年度ごとに調査研究年報による報告、国土地理

院報告会における発表等を行った。さらに、研究開発で得られた知見は、ウェブサイ

トで速やかに広く国民に向けて情報を発信した。 
また、各重点課題を的確に進めるため、重点課題ごとに、進捗の確認を行うととも

に、中間評価時及び終了時の評価書案の取りまとめ等を行う者として研究開発コーデ

ィネータを配置し、内部評価委員会の枠組みにおいて、それらの活動を行った。 
一方、国土地理院の研究開発は、測量事業・行政施策の改善・発展を支援すること

が大きな意義のひとつであることから、関係部・センターの連携を強化することを目

的に「研究連絡会議」を設置している。研究連絡会議では、さらに課題ごとに分科会

を設置しており、関係者間の連携は分科会の活動により強化された。また、国土地理

院内部では年に 1 回技術報告会での発表、地理地殻活動研究センター談話会、各部・

センターの談話会を通じて研究開発の実施状況の把握・情報共有に努めた。 
各研究の連携について、特別研究や一般研究においては、各研究室の知見を生かし、

相互の協力が行われた。例えば、干渉 SAR 解析技術の研究においては、宇宙測地研究

室において高度化に関する研究を行うととともに、地殻変動研究室でもその技術を応

用して地表面の変化を高精度に抽出する研究を実施している。また、地理情報解析研

究室においては SAR 干渉解析によって発見された熊本地震や平成 30 年北海道胆振東

部地震に伴う「おつきあい地震断層」の解明に寄与した。 
 

 
３．３．３ 研究開発成果の活用の促進 
新たに得られた知見や研究開発成果は、学術的な場で積極的に学会発表、論文投稿

等を行った。また、研究成果をより広く一般の方へ伝える取組として、国土地理院報

告会での発表や地域で行われるシンポジウム、講演会、出前講座等において研究開発

成果をアピールするなど、研究開発の内容を分かりやすく伝えることに努めた。今後

とも、発信した成果が可能な限り他の機関・分野でも利用されるよう、成果の普及活

動にも努めることが必要である。 
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さらなる活用が見込まれる成果については、内部評価委員会等を活用し、研究開発

コーディネータ等の協力も得つつ、適宜、院内担当部署、共同研究機関の関係者等に

対して意見交換を行い、その成果を院内の研究開発担当者に対しフィードバックする

必要がある。 
 
３．３．４ 人材及び研究開発資金の確保 
人材育成の観点から、文部科学省宇宙開発関係在外研究員として平成 30 年度まで

の 5 か年に 7 人の研究員を米国等に派遣している。また、国内外の学会等への参加・

発表を奨励している。 
研究開発体制としては、今期間においては研究職員の人員数は概ね維持されていた

が、技術の進展や激甚化する災害、近い将来必ず発生する大地震等に対応するため、

今後とも人員の拡充を行って研究体制を強化する必要がある。 
また、人材確保の方策として、5 年間に 14 名の部外研究員を受け入れた。部外研究

員の研究は研究開発基本計画で扱うセミ・ダイナミック補正の高度化に資する研究、

災害対応時の地理空間情報の活用可能性の検討やマルチ GNSS マニュアル（案）を普

及に向けた基礎資料の収集や検証等に寄与した。うち 1 件の成果は学会で発表された。

部外研究員を受入れることで、研究に従事する民間事業者等の人材育成や関係機関と

の連携強化にもつながった。さらに、客員研究員として平成 26 年度に 1 名、27 年度

に 2 名、28 年度に 1 名、29 年度及び 30 年度に 2 名を受け入れた。客員研究員の成果

は学会発表や論文で外部へ成果発信され、また液状化に関する一部の成果はその後の

液状化ハザードマップ作成マニュアル整備に関する研究開発でも活用されている。 
重点的資金として、特別研究経費の総額は、平成 26 年度から 30 年度までで約 3.7

億円となった。これは、平成 21 年度から 25 年度までの前計画の総額約 4.9 億円と比

べても年平均で約 2 千万円の減となった。特別研究経費は、平成 17 年度をピークに漸

減傾向にあるため、効率的な研究の実施に努めるとともに、必要な研究予算を確保す

る取組を積極的に行う必要がある。 
一方、外部研究資金としては、国土交通本省予算である「建設技術の研究開発に必

要な経費（総合技術開発プロジェクト）」において、平成 27～29 年度に「3 次元地理

空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発」1 課題に、平成

30 年度からは「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成手

法の開発」1 課題に参画している。また、「総合流域防災事業に必要な経費」におい

て、平成 30 年度から「AI による災害状況（浸水・土砂）自動判読システムの開発」1
課題に参画している。さらに、独立行政法人日本学術振興会による科学研究費助成事

業において研究 19 課題に取り組んだ。引き続き、外部研究資金の確保に向けた取組を

より一層積極的に行う必要がある。 
 
３．３．５ 知的基盤の整備・活用 
研究開発の成果に基づき、基本測量成果の提供が進められ、インターネット提供、

刊行、閲覧の仕組みを通して国民に広く提供されるとともに、多目的に活用されてお

り、知的基盤の整備に大きく貢献した。また、共同研究の枠組により、東海大学が受
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信・保有する衛星データを入手・活用するなど、既存の知的基盤の活用による効率的

な研究開発の推進に努めた。さらに、国土地理院が整備する GEONET のデータに代表

される測地観測データは、院内外に広く活用されており、その研究開発成果が測地観

測データの品質向上、高度化、最適化に寄与しているなど、データの整備と活用の間

で有機的な連携が図られた。 
 
３．３．６ 関係機関との協力・連携及び国際貢献 
令和元年度末現在で、国の機関、大学、民間等と共同研究協定による 11 件の共同研

究を進めている。その中で、場所情報コードの利用技術の構築を支援するため、民間

との共同研究協定を平成 26 年度は 12 者、平成 27 年度は 8 者、平成 28 年度は 3 者と、

地上画素寸法 30cm 級の衛星画像を用いた地図作成技術の構築を支援するため、民間

との共同研究協定を平成 27、28 年度において 1 者とそれぞれ締結して共同研究を行

った。 
また、SAT テクノロジー・ショーケースなど、産学官の連携のためのイベントに積

極的に参加した。 
 地理空間情報に関する国際標準化を目的とする国際標準化機構の地理情報専門委員

会（ISO/TC 211）へ参画し、地理空間情報の国際標準の策定に大きく貢献している。 
防災に関する研究分野においても、地殻変動の情報は、地震調査委員会、地震防災

対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会等に提供され、地震メカ

ニズムや火山活動の推移の理解に役立てられている。 
 従来から積極的に行っている IVS（国際 VLBI 事業）、IGS（国際 GNSS 事業）との

国際共同観測や研究開発を引き続き推進するとともに、地球地図プロジェクトでは平

成 29 年 3 月に終了した ISCGM（地球地図国際運営委員会）事務局、UN-GGIM-AP（国

連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員会）では会長職（平成

27 年～）を担うなど、測量・地図分野の国際組織の運営に主体的に参画している。 
このほか、全球測地観測システム（GGOS）や UN-GGIM（地球規模の地理空間情報

管理に関する国連専門家委員会）に関与するなど、国際的な連携の構築にも貢献して

いる。 
また、平成 26 年度からの 5 か年に外国で行われた国際会議、学会等 129 件に延べ

204 人が参加することによって研究発表、人的交流及び情報収集に努めているところ

であり、海外旅費の制約が厳しい中、引き続き国際学会への参加機会を有効に活用す

る必要がある。 
 

４．まとめ 

評価の結果を取りまとめると、以下のとおりである。 
 
 研究目標の達成度等について 

平成 26 年度から 30 年度までの計画期間内における研究成果について、定めた方

法で着実に検証と評価が行われており、特に問題と感じる点はない。全体的に成果
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が着実に上がっており、論文等が一定程度公表されている。また、得られた研究成

果の中には「The Most Downloaded Paper Award 2019（Progress in Earth and Planetary 
Science）」を受賞し国際的に評価を受け、世界で必要とされている研究を行いその

研究内容が国際貢献にも寄与していることを示している。今後は論文数だけではな

く、引用件数も大きな指標になる。 
事業では関係機関との協力や国際貢献に積極的に取り組んでいるが、特に研究開

発では、学会・国際会議の場への参加が不足しているとみられる場合もあることか

ら、国土地理院職員がこれらの場に積極的に出向き、今後も研究開発成果について

積極的に情報発信すべきである。 
 
 研究体制、研究開発、社会実装等について 

予算と人員が苦しい状況の中で、研究対象となる分野が拡大することは、国土地

理院に限らず世界的に解決すべき課題であり、そのためには様々な者の協力が必要

不可欠である。その観点から、今後オープンデータの推進、AI 等の最先端の情報通

信技術への対応を適切に進めることが必要となる。また、現在問題となっている測

量技術者の減少など、技術の継承に課題があるため、引き続き i-Construction の推進

を行いながら、人材育成にも配慮して研究開発を進めるべきである。 
令和元年に閣議決定された「統合イノベーション 2019」において、Society5.0 の

社会実装や研究力の強化、国際連携の抜本的強化、最先端分野の重点的戦略の構築

を柱とされている。国土地理院としても政府や社会の動向を臨機応変に見定めつつ、

柔軟な姿勢で研究開発に取り組む必要がある。特に、研究開発の社会実装の観点で

は、人材育成、海外展開、成果の発信に配慮しつつ取り組む必要がある。 
 

 本事後評価結果と新しい研究開発基本計画との関係 

国土地理院では、研究開発基本計画の中間評価及びその後のレビューを行い、平

成 31 年 4 月に、次期の研究開発基本計画を定めた。今後、新たな研究開発基本計画

を積極的に推進し、本報告に記載している研究評価委員会での指摘も踏まえて、国

土地理院の研究開発を推進していく。 
新しい研究開発基本計画では、国土地理院の政策の着実な実施のため、前計画を

踏襲し、防災・減災の実現、地理空間情報活用の高度化、科学的知見の蓄積などに

関する研究開発を推進する。さらに、科学技術基本計画や技術基本計画に示されて

いる科学技術の大きな変革や少子高齢化などの社会構造の変化を踏まえ、AI 等に代

表される最先端の情報通信技術や、無人航空機搭載型レーザスキャナ等に代表され

る測量分野の新技術を積極的に導入すること等で働き方を改革するという視点を

加え、新計画では研究開発を進める上での必要な視点や目指す方向性を示している。 
また上記に加え、地域における課題に対処するため地方レベルでも研究開発に取

り組むことが新たに計画に盛り込まれている。 
研究の進め方については、従来に引き続き、産学官連携を推進しながら研究開発

に取り組む。その他、地方測量部等を通じて地方公共団体や地方行政機関、教育関

係者などとの連携を推進する。その際、国土地理院本院及び地方測量部等が取り組
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んだ研究開発の成果を、地方公共団体や教育現場等に提供する地理空間情報の高度

化につなげる。 
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参考資料 

 
（１）国土地理院研究評価委員会 委員名簿（令和元年 7月 1日現在） 

 

 
委員長  鹿田 正昭   金沢工業大学副学長（教育支援担当） 

 
委 員  國﨑 信江   株式会社危機管理教育研究所代表 

 
久保 純子   早稲田大学教育学部教授 
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高橋 浩晃   北海道大学大学院理学研究院附属 

地震火山研究観測センター教授 
 

田部井 隆雄  高知大学教育研究部自然科学系理工学部門教授 
 

日置 幸介   北海道大学大学院理学研究院地球惑星科学部門教授 
 

山本 佳世子  電気通信大学大学院情報理工学研究科教授 
 

（敬称略：委員は五十音順） 
 
  



 

34 
 

 

（２）内部評価委員会 委員名簿（令和元年 7月 1日現在） 

 
 

企画部長（委員長）         飛田 幹男 
 

測地部長              大木 章一 
 

地理空間情報部長          梶川 昌三 
 

基本図情報部長           明野 和彦 
 

応用地理部長            中島 秀敏 
 

測地観測センター長         河瀬 和重 
 

地理地殻活動研究センター長     藤原  智 
 

地理地殻活動総括研究官       畑中 雄樹 
 

測量新技術研究官          小白井 亮一 
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（３）研究開発コーディネータ名簿（令和元年 7月 1日現在） 

 
 
企画部           地理空間情報国際標準分析官  佐藤 潤 
 

研究企画官（チーフ）   石関 隆幸 
 

測地部           測地技術調整官        矢萩 智裕 
 
地理空間情報部       電子国土調整官        福島 忍 
 
基本図情報部        国土基盤情報調整官       伊藤 裕之 

 
応用地理部         環境地理情報企画官      諏訪部 順 
 
測地観測センター      地震調査官     黒石 裕樹 
 
地理地殻活動研究センター  測量新技術研究官       小白井 亮一 
 

地殻変動研究室長    矢来 博司 
 

宇宙測地研究室長    宗包 浩志 
 
地理情報解析研究室長   大野 裕幸 
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（４）審議の経過 

 
（平成 30 年度） 

 平成 30 年 7 月 4 日  平成 30 年度 第 1 回コーディネータ会議 
 

 平成 30 年 9 月 21 日 平成 30 年度 第 2 回コーディネータ会議 
 

 平成 31 年 3 月 27 日 平成 30 年度 第 3 回コーディネータ会議 
 
（令和元年度） 

 令和元年 5 月 9 日   令和元年度 第 1 回内部評価委員会 
 

 令和元年 7 月 18 日  令和元年度 第 2 回内部評価委員会 
 

 令和元年 7 月 23 日  令和元年度 第 1 回研究評価委員会 
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（５）研究開発基本計画における重点課題及び担当部署一覧 

 
１．地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

 （１）地理空間情報の整備力向上のための研究開発 

地図情報技術開発室、地理情報解析研究室 
【特別研究】 
空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究 
（２）地理空間情報の高度活用を推進するための研究開発 

測量指導課、国際課、情報普及課、地理地殻活動研究センター、 
地理情報解析研究室 

（３）宇宙技術の活用により位置情報基盤の整備・維持・更新を行うための研究開発 

物理測地課、宇宙測地課、衛星測地課 
（４）地理空間情報の三次元化などの多様化へ対応するための研究開発 

   計画課、測地基準課、地名情報課、地図情報技術開発室、 
地理地殻活動研究センター、地理情報解析研究室 

２．次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 

 （１）次世代衛星測位技術の効果的・効率的活用に関する研究開発 

電子基準点課、宇宙測地研究室 
（２）次世代の地理空間情報の整備・提供・活用方法に関する研究開発 

地理情報解析研究室 
３．防災・減災のための研究開発 

 （１）現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発 

電子基準点課、地殻変動研究室、宇宙測地研究室、地理情報解析研究室 
【特別研究】 

広域地殻変動データに基づくプレート境界の固着とすべりのモニタリングシステムの開発 

干渉 SAR 時系列解析による国土の地盤変動の時間的推移の面的検出に関する研究 

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 

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 

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 

地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の効率的整備に関する研究 
（２）災害時の状況を速やかに把握し、情報共有・提供するための研究開発 

地図情報技術開発室、電子基準点課、地理情報解析研究室 
４．地球と国土を科学的に把握するための研究 

 （１）地殻活動の解明のための研究 

地殻変動研究室 
【特別研究】 
ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究 
（２）地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化のための研究 

宇宙測地研究室 
（３）地球と国土の環境を科学的に把握するための研究 

地理情報解析研究室 
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（６）平成 26 年から平成 30 年度に作成された主なマニュアル、基準等 

 
成果物の種類 主な成果物の名称 
マニュアル ・マルチ GNSS 測量マニュアル（案） 

・3 次元 GIS データ作成のためのマニュアル案 
・屋内空間の三次元 GIS データ作成マニュアル（案） 
・簡便な手法による 3 次元地図作成・更新のためのマニュアル

（案） 
・斜面の脆弱性評価マニュアル 

仕様、 
ガイドライン 

・地図情報の注記等と共通に使用できる管理用 ID の仕様 
・位置情報基盤を構成するパブリックタグ情報共有のための標準

仕様 
・階層別屋内地理空間情報データ仕様書（案） 
・3 次元屋内地理空間情報データ仕様書（案） 
・屋内測位のための BLE ビーコン設置に関するガイドライン 

基準 ・日本重力基準網 2016（JGSN2016） 
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（７）グラフ 

  
各重点研究開発課題の達成度 
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研究開発予算の推移 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．１ 地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

（１）地理空間情報の整備力向上のための研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 

・早坂寿人ほか（2015）：UAVによる撮影画像を用いた三次元モデリングソフトウェアの精度

検証，日本写真測量学会平成27年度年次学術講演会論文賞，平成27年5月19日． 

 

【特許、実用新案等の出願、登録】 

なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・関谷洋史ほか（2015）：無人航空機（UAV）による空中写真撮影に関する技術開発（第1年次），

国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.58-61． 

・橘克巳ほか（2016）：写真測量におけるUAVの活用に関する技術開発（第2年次），国土地理

院平成27年度調査研究年報，pp.66-69． 

・宮地邦英ほか（2016）：災害対応におけるUAVの活用に関する技術開発，国土地理院平成27

年度調査研究年報，pp.74-77． 

・大野裕幸（2019）：新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関する研究（第

４年次），国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.196-199． 

・大野裕幸（2018）：新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関する研究（第

３年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.192-194． 

・大野裕幸（2017）：空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究（第

３年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.176-177． 

・神谷泉（2016）：空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究（第

２年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.178-181． 

・神谷泉（2015）：空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究（第

１年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.166-169． 

・岩橋純子ほか(2015)：地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第１年次），国土地

理院平成26年度調査研究年報，pp.188-191． 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

なし 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・早坂寿人ほか（2015）：UAV による空撮写真を用いた三次元モデリングソフトウェアの精

度検証，国土地理院時報，127，pp.107-116． 

・大野裕幸（2017）：空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究，

国土地理院時報，128，pp.43-52． 
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【口頭発表】 

・中村孝之（2016）：国土地理院による UAV の取組と最新動向，第 45 回国土地理院報告会． 

・大野裕幸（2017）：オルソ画像タイルを用いたGCP自動選点システムの開発，日本写真測量

学会平成29年度年次学術講演会． 

・大野裕幸（2016）：オルソ画像自動作成への挑戦，国土地理院地理地殻活動研究センター談

話会． 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．１ 地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

（２）地理空間情報の高度活用を推進するための研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 

 なし 

 

【特許、実用新案等の出願、登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・小島脩平ほか（2015）：地理院地図の改良，国土地理院平成 26 年度調査研究年報，pp.50-

53． 

・宗包晃子ほか(2015)：地球規模の主題図地理空間情報データカタログサイトの構築，国土地

理院平成26年度調査研究年報，pp.72-75． 

・植田摩耶ほか(2016)：仙台防災枠組2015-2030の達成に資する地球地図国際運営委員会の取

り組み，国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.82-85． 

・植田摩耶ほか(2017)：地球地図プロジェクト完了に係るISCGM事務局の取組，国土地理院平

成28年度調査研究年報，pp.88-89． 

・乙井康成（2015）：行政等における地理空間情報の流通・利活用の高度化に関する研究（第

１年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.200-202． 

・下山泰志（2016）：行政等における地理空間情報の流通・利活用の高度化に関する研究（第

２年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.110-113． 

・下山泰志（2017）：行政等における地理空間情報の流通・利活用の高度化に関する研究（第

３年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.102-103． 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・須賀正樹(2016)：Global Mapping Project-Activities and Way Forward(地球地図プロ

ジェクトの活動と今後について), Micro, Macro, & Mezzo Geo Information (MMM-GI), 

5, pp.1-10． 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・北村京子ほか（2014）：地理院地図の公開，国土地理院時報，125，pp.53-57． 

・Fujimura, H.（2015）, An effective synchronization method of GSI Tiles using a GSI Tile 

List, Bulletin of the GSI, 63, pp.1-6． 

・出口智恵・伊藤裕之（2016）：「地理院地図」の 3 つのオープン施策，国土地理院時報，128，

pp.71-77． 

・小島脩平ほか（2017）：地理院地図の最近の状況について，国土地理院時報，129, pp.123-131． 

・出口智恵・伊藤裕之（2016）：「地理院地図」の 3 つのオープン施策，国土地理院時報，128，

pp.71-77． 
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・小島脩平ほか（2017）：地理院地図の最近の状況について，国土地理院時報，129, pp.123-131． 

・髙桑紀之ほか（2014）：地理院地図3Dの公開，国土地理院時報，125，pp.99-103． 

・出口智恵・伊藤裕之（2016）：「地理院地図」の 3 つのオープン施策，国土地理院時報，128，

pp.77-81． 

・国土交通省国土地理院地理空間情報部情報普及課（2018）：地理院地図で地形を直感的に

理解しよう，月刊『測量』2018 年 8 月号 ，pp.26-27． 

・植田摩耶ほか（2017）：地球地図プロジェクトの振り返りと完了－1992 年から2017 年まで

－，国土地理院時報，129，pp.23-32． 

・Sasagawa, A., et al.（2017）：Review and Conclusion of the Global Mapping Project:

1992-2017（地球地図プロジェクトの振り返りと完了－1992 年から2017 年まで－），Bull

etin of the Geospatial Information Authority of Japan，Vol.65，pp.1-7． 

・下山泰志（2016）：地図・測量の社会・経済に与える効果の研究（平成 27年度），国土地

理院時報，128，pp.83-93． 

 

【口頭発表】 

・Fujimura, H.（2014）：Web Maps in Practice, ISO/TC211 Standards in Action Workshop, 

2014-11-26． 

・Mogi, H.（2019）：The advancement of utilizing geospatial information via GSI Maps, 

ICC2019, 2019-07-17． 

・Kamimura, K.（2019）：GSI Maps - Showcase of National Geospatial Data, ICC2019, 

2019-07-18． 

・永井博久・佐藤潤（2016）：国土地理院のベクトルタイル提供実験について，日本地図学

会 平成 28 年度定期大会． 

・川村拓弥（2017）：ベクトルタイルで拓く！新たな地理空間情報活用術，ＳＡＴテクノロジ

ー・ショーケース２０１７． 

・川村拓弥（2017）：地理空間情報の利用促進のためのベクトルタイル活用の検討，国土技術

研究会． 

・石塚麻奈（2018）：新たな地理空間情報活用にむけて ベクトルタイル提供実験，ＳＡＴテ

クノロジー・ショーケース２０１８． 

・安藤暁史ほか(2014)：地球地図データの新しい形式表現での提供，日本地球惑星科学連合20

14年大会，MTT41-P15． 

・Shimoyama, Y.（2016）:“Social and economic effect of surveying, portraying and 

safeguarding Land”, Geospatial World Forum, May 2016． 

・下山泰志（2017）：地図・測量の社会・経済に与える効果の研究，第46回国土地理院報告会． 

  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

（８）論文等成果リスト 
 

３．２．１ 地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

（３）宇宙技術の活用により位置情報基盤の整備・維持・更新を行うための研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 

・山田晋也ほか（2015）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの火山活動の監視，平成 27

年度国土交通省国土技術研究会イノベーション部門Ⅱ最優秀賞，平成 27年 11 月 13 日． 

 

【特許、実用新案等の出願、登録】 

なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・若杉貴浩ほか（2015）：VGOSに関する研究開発（第１年次），国土地理院平成26年度調査

研究年報，pp.28-31． 

・若杉貴浩ほか（2016）：VGOSに関する研究開発（第２年次），国土地理院平成27年度調査研

究年報，pp.30-33． 

・若杉貴浩ほか（2017）：VGOSに関する研究開発（第３年次），国土地理院平成28年度調査研

究年報，pp.46-49． 

・若杉貴浩ほか（2018）：VGOSに関する研究開発（第４年次），国土地理院平成29年度調査研

究年報，pp.38-41． 

・若杉貴浩ほか（2019）：VGOSに関する研究開発（第５年次），国土地理院平成30年度調査研

究年報，pp.46-49．  

・森下遊・山田晋也（2015）：干渉SAR成果の利用拡大に関する研究開発（第1年次），国土地

理院平成26年度調査研究年報，pp.22-25． 

・三浦優司ほか（2016）：干渉SAR成果の利用拡大に関する研究開発（第2年次），国土地理院

平成27年度調査研究年報，pp.26-29． 

・三浦優司ほか（2017）：干渉SAR成果の利用拡大に関する研究開発（第3年次），国土地理院

平成28年度調査研究年報，pp.54-57． 

・山下達也ほか（2018）：干渉SAR成果の利用拡大に関する研究開発（第4年次），国土地理院

平成29年度調査研究年報，pp.32-33． 

・山下達也ほか（2019）：干渉SAR成果の利用拡大に関する研究開発（第5年次），国土地理院

平成30年度調査研究年報，pp.42-45． 

・阿部聡・宮原伐折羅（2015）：地磁気時空間モデルの改良に関する研究開発，国土地理院

平成 26 年度調査研究年報，pp.14-17． 

・吉田賢司ほか（2015）：重力基準網の高度化に関する研究（第 9年次)，国土地理院平成 26

年度調査研究年報，pp.18-19． 

・小島秀基ほか（2015）：ジオイド・モデル改定に向けた解析手法の研究（第 10年次)，国

土地理院平成 26 年度調査研究年報，pp.20-21 

・阿部聡・宮原伐折羅（2016）：地磁気時空間モデルの改良に関する研究開発（第 2年次），

国土地理院平成 27年度調査研究年報，pp.20-21． 
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・吉田賢司ほか（2016）：重力基準網の高度化に関する研究（第 10 年次)，国土地理院平成

27 年度調査研究年報，pp.22-23． 

・小島秀基・宮原伐折羅（2016）：ジオイド・モデルの維持管理に関する研究開発，国土地

理院平成 27 年度調査研究年報，pp.24-25． 

・高橋伸也・矢萩智裕（2017）：地磁気時空間モデルを用いた磁気図作成とその公開につい

ての検討，国土地理院平成 28年度調査研究年報，pp.30-34． 

・吉田賢司ほか（2017）：重力基準網の更なる高度化と基盤データの有効活用に関する調査，

国土地理院平成 28年度調査研究年報，pp.36-39． 

・佐々木利行ほか（2017）：ジオイド・モデルの維持管理に関する研究開発（第 2年次），国

土地理院平成 28 年度調査研究年報，pp.40-43． 

・平岡喜文ほか（2018）：ジオイド・モデルの維持管理に関する研究開発（第 3年次），国土

地理院平成 29年度調査研究年報，pp.24-25 

・大森秀一ほか（2018）：重力基準網の更なる高度化と基盤データの有効活用に関する調

査（第 2年次），国土地理院平成 29年度調査研究年報，pp.26-27． 

・髙橋伸也ほか（2018）：地磁気時空間モデルの有効な利用方法の検討，国土地理院平成 29

年度調査研究年報，pp.28-31． 

・大森秀一ほか（2019）：精密重力ジオイド・モデル整備手法の調査・検討，国土地理院平成

30年度調査研究年報，pp.28-31． 

・兒玉篤郎ほか（2019）：重力基準網の更なる高度化と基盤データの有効活用に関する調査（第

3年次），国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.32-34． 

・髙橋伸也ほか（2019）：地磁気時空間モデルの効率的な更新手法の検討，国土地理院平成30

年度調査研究年報，pp.36-39． 

・冨山顕ほか（2019）：石岡測地観測局における重力値の季節変動，国土地理院平成30年度調

査研究年報，pp.40-41． 

・橋本栄治ほか（2018）：平成29年度公共測量に関する課題の調査検討業務，国土地理院平成

29年度調査研究年報，pp.6-11． 

・古屋智秋ほか（2015）：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（第4年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.84-85． 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・川畑亮二（2017）：VLBIのGGOSへの貢献，測地学会誌GGOS特集号，pp.69． 

・石本正芳ほか（2017）：石岡測地観測局のGGOSへの貢献，測地学会誌GGOS特集号，pp.103． 

・森下遊（2015）：LおよびCバンドSARデータによるPSI結果の比較，測地学会誌，61，pp.157

-166． 

・中埜貴元ほか（2015）：干渉SARで捉えた2014年11月22日長野県北部を震源とする地震に伴

う地表変位，活断層研究，43号，pp.69-82． 
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・森下遊（2016）：GNSSデータを用いた干渉SARに含まれる空間的長波長誤差の低減，測地学

会誌，62，pp.89-100． 

・山中雅之ほか（2016）：全国SAR干渉解析による斜面変動の検出事例，第8回土砂災害に関す

るシンポジウム講演論文集，pp.55-60． 

・矢来博司ほか（2016）：だいち2号の干渉SARによる火山活動モニタリング，写真測量とリモ

ートセンシング，2016年第1号，pp.6-11． 

・Fujiwara, S., et al.(2016)：Small-displacement linear surface ruptures of the 201

6 Kumamoto earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry（ALOS-2干渉S

ARによる平成28年熊本地震で生じた小変位の地表断層群の抽出），Earth, Planets and Sp

ace，68:160, doi:10.1186/s40623-016-0534-x． 

・黒石裕樹（2014）：日本沿岸における平均海面位の重力ポテンシャル値の推定，測地学会誌，

第60巻，第2号，59． 

・Takano, T., et al.(2016)：Geopotential measurements with synchronously linked opt

ical lattice clocks, Nature Photonics, doi:10.1038/nphoton.2016.159． 

・矢萩智裕ほか（2017）：日本重力基準網2016の構築，測地学会誌． 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・福﨑順洋ほか（2014）：Receiving performance of Ishioka VGOS Antenna（石岡 VGOS ア

ンテナの受信性能），IVS NICT Technology Development Center News． 

・若杉貴浩・川畑亮二（2014）：Regular Geodetic VLBI Observation with a Wide-band 

Recording System（広帯域記録装置を用いた定常測地 VLBI 観測の実施），IVS NICT 

Technology Development Center News． 

・福﨑順洋ほか（2014）：Construction of VGOS antenna (3)（「VGOS」対応アンテナの建設

（その３）），2014 年度 VLBI 懇談会シンポジウム集録，pp.29-32． 

・福﨑順洋ほか（2015）：First geodetic result of Ishioka VGOS Station in Japan（日

本の石岡 VGOS 観測局の初測地観測結果），Proceedings of the 22nd Meeting of the 

European VLBI Group for Geodesy and Astrometry． 

・福﨑順洋ほか（2015）：First Geodetic Result of Ishioka VGOS antenna（石岡 VGOS ア

ンテナの初測地観測結果），IVS NICT Technology Development Center News． 

・石本正芳ほか（2016）：Status on the Ishioka Geodetic Observing Station（石岡測地

観測局の現状について），IVS NICT Technology Development Center News． 

・石本正芳ほか（2016）：Status on the Ishioka Geodetic Observing Station（石岡測地

観測局の現状について），IVS NICT-TDC News（IVS 技術開発センターシンポジウム集録），

No.36，pp.9-12． 

・若杉貴浩ほか（2017）：VGOS Development for Ishioka 13-m antenna（石岡 VLBI 観測施

設における VGOS の整備状況），第 23回欧州 VLBI 事業（EVGA）会議集録，pp.84-87． 
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・石垣真史ほか（2018）：石岡VLBI観測施設～この3年間を振り返って～，2017年度VLBI懇

談会シンポジウム集録． 

・栗原忍ほか（2018）：国土地理院機関報告，2017年度VLBI懇談会シンポジウム集録． 

・若杉貴浩ほか（2018）：Current Status of VGOS Observations with Ishioka VLBI Station

（石岡VLBI観測施設におけるVGOS観測の現状），第10回国際VLBI事業総会集録． 

・梅井迪子ほか（2018）：VGOSの現状と展望，2018年度VLBI懇談会シンポジウム集録． 

・松本紗歩ほか（2018）：国土地理院機関報告，2018年度VLBI懇談会シンポジウム集録． 

・若杉貴浩（2018）：Recent Progress of VGOS and its contribution to GGOS（VGOSの

現状とそのGGOSへの貢献），Proceedings of the 21st International Workshop on 

Laser Ranging（第21回国際レーザ測距ワークショップ集録） 

・宗包浩志ほか（2019）：VLBI-GNSS collocation survey at the Ishioka VLBI station 

（石岡 VLBI 観測局におけるコロケーション測量），第 24 回欧州 VLBI 事業（EVGA）会議

集録． 

・若杉貴浩（2019）：Activity Report on the Asia-Oceania VLBI Group (AOV)（アジア・

オセアニア VLBI グループ（AOV）活動報告），第 24 回欧州 VLBI 事業（EVGA）会議集録． 

・和田弘人（2014）：SAR 衛星による国土の変動監視事業と構造物監視への利用拡大の可能

性，JASIC 情報 110 号，pp.35-39． 

・八戸昭一・森下遊（2015）：埼玉県の地盤沈下と最新の地盤変動計測技術，環境ニュース，

148，pp.2-7． 

・三浦優司ほか（2015）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの火山活動の監視，SAT テクノ

ロジー・ショーケース 2016「プログラム＆アブストラクト」集，pp.31． 

・山田晋也ほか（2015）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの火山活動の監視，平成 27 年

度国土交通省国土技術研究会論文集，pp.248-252． 

・山田晋也ほか（2015）：だいち 2号 SAR 干渉解析による御嶽山噴火に伴う地表変位の検出，

国土地理院時報，127，pp.11-15． 

・森下遊ほか（2015）：だいち 2 号 SAR 干渉解析により捉えられた平成 26 年（2014 年）長

野県北部の地震に伴う地殻変動と地表変形，国土地理院時報，127,pp.47-56． 

・三浦優司ほか（2016）：だいち 2号を活用した口永良部島新岳噴火に伴う地表変化の検出，

国土地理院時報，128, pp.5-12． 

・山田晋也ほか（2016）：だいち 2号 SAR 干渉解析によって検出された箱根山・大涌谷内の

地表変動，国土地理院時報，128，pp.67-75． 

・上芝晴香ほか（2016）：だいち 2 号 SAR 干渉解析による熊本地震に伴う地殻変動の検出，

国土地理院時報，128，pp.139-146． 

・藤原智ほか（2016）：だいち2号干渉SARによる熊本地震で生じた小変位の地表断層群の抽

出，国土地理院時報，128，pp.147-162． 

・矢来博司ほか（2016）：熊本地震に伴う地殻変動から推定された震源断層モデル，国土地
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理院時報，128，pp.169-176． 

・三浦優司ほか（2016）：だいち 2号を活用した地震に伴う地殻変動の把握－地震予知連絡

会 SAR 解析ワーキンググループの取組－，写真測量とリモートセンシング，VOL.55，NO.3，

pp.178-182． 

・三浦優司（2016）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの地震・火山での地殻変動の把握，

つくばサイエンス・アカデミー（SAT）会誌，pp.30． 

・Miyahara, B., et al.(2016): Detection of Ground Surface Deformation Caused by 

the 2016 Kumamoto Earthquake by InSAR using ALOS-2 Data, Bulletin of the GSI, 

64, pp.21-26． 

・Nakano, T., et al.（2016）：Precursory Slope Deformation Around Landslide Area 

Detected By InSAR Throughout Japan（干渉 SAR で検出した日本全土の前兆的地すべり

性斜面変動)，The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing 

and Spatial Information Sciences, Vol.XLI-B1, pp.1201-1205． 

・檜山洋平ほか（2017）：GEONET 及び SAR 干渉解析による鳥取県中部の地震に伴う地殻変動，

国土地理院時報，129，pp.33-41． 

・仲井博之ほか（2017）：GEONET 及び SAR 干渉解析による茨城県北部の地震に伴う地殻変動

と地表変形，国土地理院時報，129，pp.159-167． 

・藤原智ほか（2018）：3世代にわたる日本の人工衛星によって見出された1993年から2016年

にかけての屈斜路カルデラ内アトサヌプリ火山群の地殻変動，国土地理院時報，130，37-4

9． 

・本田昌樹ほか（2018）：だいち2号SARデータの解析による霧島山噴火に伴う地表変動の検出，

国土地理院時報，130，93-100． 

・小林知勝ほか（2018）：干渉 SAR 時系列解析プロトタイプシステムの開発，国土地理院時

報，130，123-133． 

・兒玉篤郎ほか（2014）：ジオイド・モデル「日本のジオイド 2011」（Ver.1）の構築，国土

地理院時報，126，pp.67-85． 

・Miyahara, B., et al.（2014）：Development of new hybrid geoid model for 

Japan,”GSIGEO2011”，Bulletin of GSI，Vol.62，pp.11-20． 

・阿部聡・宮原伐折羅（2015）：主成分分析を用いた日本周辺の地磁気変化モデルの開発，

国土地理院時報，127，pp.129-152． 

・阿部聡・宮原伐折羅（2015）：日本の磁気図作成における地磁気値の空間補間手法の検証，

国土地理院時報，127，pp.153-169． 

・阿部聡ほか（2014）：主成分分析を用いた地磁気全磁力モデルの開発，CONDUCTIVITY 

ANOMALY 研究会 2014 年論文集． 

・阿部聡ほか（2015）：磁気図 2015.0 年値の作成へ向けて，CONDUCTIVITY ANOMALY 研究会

2015 年論文集． 
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・宮原伐折羅ほか（2016）：光格子時計の測地学への活用における展望，光学，第 45巻第 7

号，pp.264-267． 

・高橋伸也ほか（2016）：磁気図 2015.0 年値の公表，CONDUCTIVITY ANOMALY 研究会 2016 年

論文集． 

・髙橋伸也ほか（2018）：磁気図 2015.0 年値の作成，国土地理院時報，130，pp.13-36． 

・髙橋伸也ほか（2018）：偏角（予測値）計算手法の構築，Conductivity Anomaly 研究会論

文集，2018，pp.24-31． 

・山本宏章ほか（2018）：国土地理院の重力測量の歴史—観測技術と重力基準の変遷—，国土

地理院時報，131，pp.1-19． 

・山本宏章ほか（2018）：国土地理院の重力測量，国土地理院時報，131，pp.21-52． 

・吉田賢司ほか（2018）：日本重力基準網 2016（JGSN2016）の構築，国土地理院時報，131，

pp.53-93． 

・宮原伐折羅ほか（2018）：国土地理院の重力測量の展望—測定技術と重力基準の将来像—，

国土地理院時報，131，pp.95-108． 

・菅原安宏ほか（2016）：南極地域における国土地理院の重力測量—地球規模の重力場測定へ

の貢献—，国土地理院時報，131，pp.109-121． 

・Yahagi, T., et al.（2018）：Construction of the Japan Gravity Standardization Net 

2016（日本重力基準網 2016 の構築），Bulletin of the Geospatial Information Authority 

of Japan，66，pp.49-58． 

・Fukuzaki, Y., et al.（2019）：Development of Multipath Mitigation Methods to Improve 

GNSS Positioning Accuracy Under Urban Environments （都市部における測位精度向上

のためのマルチパス低減手法の開発），Bulletin of the Geospatial Information 

Authority of Japan，67 

・多田直洋ほか（2018）：屋外 3次元空間における高精度衛星測位の適用範囲拡大のための

技術開発，国土地理院時報，130，pp.109-117． 

・辻宏道ほか（2017）：GEONET 運用 20 年：課題と展望，国土地理院時報，129，pp.85-111． 

・Tsuji, H., et al.（2017）：Twenty-Year Successful Operation of GEONET，Bulletin 

of the Geospatial Information Authority of Japan， 65，pp.19-44． 

・酒井和紀ほか（2016）：マルチ GNSS を情報化施工に利用するための技術解説，国土地理院

時報，128，pp.95-103． 

・Tsuji, H., et al.（2016）：Development of a precise positioning technique using 

multi-GNSS，FIG Working Week 2016. 

・Tsuji, H., et al.（2015）：Outputs from the General Technical Development Project 

in 2011-2014 Towards the Realization of Multi-GNSS Surveying in Japan，Bulletin 

of the Geospatial Information Authority of Japan， 63，pp.13-22． 

・山尾裕美ほか（2015）：公共測量のためのマルチ GNSS 測量マニュアル（案）の制定，国土
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地理院時報，127，pp.99-106． 

・古屋智秋ほか（2014）：GSILIB の開発，国土地理院時報，125，pp.125-131． 

・古屋智秋ほか（2015）：Evaluation of inter-system biases of geodetic GNSS receivers 

in double differences，International Symposium on GNSS 2015． 

・古屋智秋ほか（2014）：国土地理院技術実証の概要と成果，日本航空宇宙学会誌，62(5)，

pp.174-179． 

・古屋智秋ほか（2013）：GNSS 解析ソフトウェアのマルチ GNSS 対応，写真測量とリモート

センシング，52(4)，pp.159-164． 

 

【口頭発表】 

・福﨑順洋ほか（2014）：石岡 VGOS アンテナの受信性能，第 13 回 IVS 技術開発センターシ

ンポジウム． 

・若杉貴浩・川畑亮二（2014）：広帯域記録装置を用いた定常的測地 VLBI 観測の実施，第 13

回 IVS 技術開発センターシンポジウム． 

・福﨑順洋ほか（2014）：Construction of VGOS antenna (3)（「VGOS」対応アンテナの建設

（その３）），2014 年度 VLBI 懇談会シンポジウム． 

・福﨑順洋ほか（2014）：VGOS 観測局の整備（その３），日本測地学会第 122 回講演会． 

・福﨑順洋（2014）：広帯域受診電波望遠鏡（パラボラアンテナ）の開発（３），日本天文学

会 2015 年春季年会． 

・福﨑順洋ほか（2015）：First geodetic result of Ishioka VGOS Station in Japan（日

本の石岡 VGOS 観測局の初測地観測結果），22nd Meeting of the European VLBI Group 

for Geodesy and Astrometry． 

・福﨑順洋ほか（2015）：石岡 VGOS アンテナの初測地観測結果，第 14回 IVS 技術開発セン

ターシンポジウム． 

・若杉貴浩ほか（2016）：石岡測地観測局の最新状況，日本地球惑星科学連合 2016 年大会． 

・石本正芳ほか（2016）：石岡 VLBI 観測施設の現状について，第 15 回 IVS 技術開発センタ

ーシンポジウム． 

・川畑亮二ほか（2016）：VGOS development for Ishioka 13-m antenna（石岡 VLBI 観測施

設における VGOS 整備状況について），5th International VLBI Technology Workshop． 

・梅井迪子ほか（2016）：石岡 VLBI 観測施設の現状について，日本測地学会第 126 回講演

会． 

・宮原伐折羅（2016）：石岡測地観測局が完成－石岡が世界の中の日本の位置を決めます－，

第45回国土地理院報告会． 

・若杉貴浩ほか（2017）：VGOS development for Ishioka 13-m antenna（石岡 VLBI 観測施

設における VGOS 整備状況について），23rd Working Meeting of the European VLBI 

Group for Geodesy and Astrometry（第 23 回欧州 VLBI 事業会議）． 
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・若杉貴浩ほか（2017）：石岡 VLBI 観測施設における VGOS 整備状況について，地球惑星科

学連合 2017 年大会． 

・若杉貴浩ほか（2017）：VGOS development for Ishioka 13-m antenna（石岡 VLBI 観測施

設における VGOS 整備状況について），IAG-IASPEI 2017（国際測地学協会及び地震学・地

球内部物理学協会合同総会）． 

・若杉貴浩・梅井迪子（2017）：The Activity report of Ishioka VLBI Station with newly 

developed VGOS equipment（石岡 VLBI 観測局と VGOS 観測機器の現状報告），6th 

International VLBI Technology Workshop（第 6回国際 VLBI 技術ワークショップ）． 

・藤原みどりほか（2017）：つくば VLBI 観測局および石岡 VLBI 観測施設における VLBI-GNSS

コロケーション測量，日本測地学会第 128 回講演会． 

・石垣真史ほか（2017）：石岡VLBI観測施設～この3年間を振り返って～，VLBI懇談会シン

ポジウム2017． 

・栗原忍ほか（2017）：国土地理院機関報告， VLBI懇談会シンポジウム2017． 

・石垣真史ほか（2017）：石岡 VLBI 観測施設による広帯域観測，SAT テクノロジー・ショー

ケース 2018． 

・石垣真史ほか（2018）：石岡 VLBI 観測施設による連続広帯域観測，地球惑星科学連合 2018

年大会． 

・若杉貴浩ほか（2018）：Current Status of VGOS Observations with Ishioka VLBI Station

（石岡 VLBI 観測施設における VGOS 観測の現状），10th IVS General Meeting（第 10 回国

際 VLBI 事業総会）． 

・若杉貴浩ほか（2018）：VLBI による GGOS への貢献－VGOS の現状と展望－，日本測地学会

第 130 回講演会． 

・上芝晴香ほか（2018）：石岡 VLBI 観測施設における VLBI－GNSS コロケーション測量の手

法の検討，日本測地学会第 130 回講演会． 

・若杉貴浩（2018）：Recent Progress of VGOS and its role on GGOS（VGOS の現状とその

GGOS への貢献），21st International Workshop on Laser Ranging（第 21回国際レーザ測

距ワークショップ）． 

・梅井迪子ほか（2018）：VGOSの現状と展望，VLBI懇談会シンポジウム2018． 

・松本紗歩ほか（2018）：国土地理院機関報告，VLBI懇談会シンポジウム2018． 

・宗包浩志（2018）：VLBI-GNSS collocation survey at the Ishioka VLBI station（石岡

VLBI 観測局におけるコロケーション測量），24th Meeting of the European VLBI Group 

for Geodesy and Astrometry（第 24回欧州 VLBI 事業会議）． 

・松本紗歩ほか（2019）：石岡 VLBI 観測施設における VLBI－GNSS コロケーション測量，日

本地球惑星科学連合 2019 年大会． 

・松本紗歩ほか（2019）：石岡測地観測局における VLBI－GNSS コロケーション測量，第 17

回 IVS 技術開発センターシンポジウム． 
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・森下遊（2014）：広域 SAR 干渉解析のための GNSS 補正，日本地球惑星科学連合 2014 年大

会． 

・山田晋也・森下遊（2014）：ALOS による全国 SAR 干渉解析の実証実験，日本測地学会第 122

回講演会． 

・森下遊・小林知勝（2014）：PSI の精度検証～Lバンドと Cバンド～，日本測地学会第 122

回講演会． 

・森下遊ほか（2014）：国土地理院の干渉 SAR 事業の歴史と展望，日本測地学会第 122 回講

演会． 

・小荒井衛ほか（2014）：地すべり性斜面変動の前兆を干渉 SAR と航空レーザ測量で捉える，

日本地球惑星科学連合 2014 年大会． 

・戸田堅一郎（長野県）ほか（2014）：干渉 SAR と CS 立体図による深層崩壊危険斜面検出技

術の開発，第 4回中部森林学会大会． 

・Sato, H., et al.（日本大学）（2014）：Monitoring of precursor landslide surface 

deformation using InSAR image in Kuchi‐Sakamoto, Shizuoka Prefecture, Japan（静

岡県口坂本地区における SAR 干渉画像を用いた前兆的な地すべり性変動のモニタリング），

2014 AGU Fall Meeting． 

・Morishita, Y., et al.（2014）：Achievements of GSI's InSAR Project and Future（国

土地理院のこれまでの干渉SARの成果と今後），International Symposium on Geodesy for 

Earthquake and Natural Hazards（地震と自然災害における測地学国際シンポジウム）． 

・中埜貴元・宇根寛（2015）：2014年長野県北部の地震に伴う地表地震断層周辺の浅部地下

構造と地殻変動，日本活断層学会2015年度秋季学術大会． 

・Yarai, H., et al.（2015）：Crustal deformation derived from the northern Nagano 

prefecture earthquake detected by InSAR analysis using ALOS-2 data （ALOS-2のSAR

干渉解析で捉えられた長野県北部の地震の地殻変動），Hokudan 2015 International 

Symposium on Active Faulting（北淡国際活断層シンポジウム2015）． 

・山田晋也ほか（2015）：ALOS-2データを使用したSAR干渉解析による日本全国地盤変動監

視（第2報），日本測地学会第124回講演会． 

・撹上泰亮ほか（2015）：人工散乱体（コーナーリフレクタ）を用いたALOS-2干渉SAR実証実

験，日本測地学会第124回講演会． 

・矢来博司ほか（2015）：ALOS-2干渉SARにより捉えられた2015年箱根山・大涌谷火山活動に

伴う地殻変動，日本測地学会第124回講演会． 

・山田晋也ほか（2015）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの火山活動の監視，平成 27 年

度国土交通省国土技術研究会． 

・矢来博司ほか（2015）：ALOS-2 の SAR 干渉解析で捉えられた長野県北部の地震の地殻変動，

日本地球惑星科学連合 2015 年大会． 

・森下遊ほか（2015）：ALOS-2 データを使用した SAR 干渉解析による日本全国地盤変動監視
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（序報），日本地球惑星科学連合 2015 年大会． 

・和田弘人（2015）：「だいち 2号」による日本全国地殻変動監視－衛星からくまなく探る大

地の動き－，第 44回国土地理院報告会． 

・三浦優司（2015）：国土地理院におけるだいち 2号の活用，京都大学防災研究所一般研究

集会． 

・和田弘人（2015）：だいち 2号（ALOS-2）を用いた地殻変動監視－衛星からくまなく探る

大地の動き－，測量技術講演会． 

・和田弘人（2015）：人工衛星を用いた国土の変動監視～衛星からくまなく探る大地の動き

～，JAXA シンポジウム 2015． 

・和田弘人（2015）：「だいち 2号」を用いた地殻・地盤変動監視，最新測量技術講習会（三

次元計測の動向と今後の展開）． 

・和田弘人（2015）：レーダー衛星を用いた災害に結びつく地表変動の監視について，関西

Ｇ空間フォーラム in 兵庫． 

・和田弘人（2015）：だいち 2号による全国地盤変動監視に向けて，第 13 回北海道測量技術

講演会． 

・中埜貴元・中島秀敏（2015）：干渉 SAR による地表変形箇所の把握－地すべり性変動と地

表地震断層を例に－，第 6 回 GIS-Landslide 研究集会および第 2 回高解像度地形情報シ

ンポジウム． 

・中埜貴元ほか（2015）：2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震における SAR 干渉画像に基づ

く地表変形現地調査結果，日本地理学会 2015 年春季学術大会． 

・藤原智（2015）：国土地理院によるだいち 2 号の災害対策への活用，陸域観測技術衛星 2

号「だいち 2号」データ利用シンポジウム． 

・小林知勝ほか（2015）：ALOS-2 干渉 SAR により捉えられた 2015 年箱根山・大涌谷火山活

動に伴う地殻変動，日本火山学会 2015 年度秋季大会学術講演会． 

・三浦優司ほか（2016）：「だいち 2号」を利用した宇宙からの火山活動の監視，SAT テクノ

ロジー・ショーケース 2016． 

・撹上泰亮ほか（2016）：地震予知連絡会 SAR 解析ワーキンググループの取組，日本測地学

会第 126 回講演会． 

・本田昌樹ほか（2016）：だいち 2号のデータを使用した SAR 干渉解析による日本全国地表

変動監視，日本測地学会第 126 回講演会． 

・三浦優司ほか（2016）：だいち 2号干渉 SAR によって検出された西之島の地表面変動，日

本測地学会第 126 回講演会． 

・藤原智ほか（2016）：ALOS-2 の SAR による 2016 年熊本地震に伴う非造構性地表変位の検

出，日本測地学会第 126 回講演会 

・仲井博之（2016）：宇宙技術を利用した熊本地震の地殻変動の把握～だいち 2号を用いた

干渉 SAR 解析とその成果～，防災と測量新技術講習会． 
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・中埜貴元ほか（2016）：Precursory Slope Deformation Around Landslide Area Detected 

By InSAR Throughout Japan (干渉 SAR で検出した日本全土の前兆的地すべり性斜面変

動)，International Society for  Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) XXIII 

Congress（第 23 回国際写真測量・リモートセンシング学会）． 

・三浦優司ほか（2016）：だいち 2号を用いた全国 SAR 干渉解析，日本地球惑星科学連合 2016

年大会． 

・山中雅之ほか（2016）：全国 SAR 干渉解析による斜面変動の検出，日本地球惑星科学連合

2016 年大会． 

・矢来博司ほか（2016）：2016 年熊本地震および関連する地殻変動，日本地球惑星科学連合

2016 年大会． 

・藤原智ほか（2016）：SAR干渉画像による平成 28年熊本地震で生じた小地表断層群の抽出，

日本地球惑星科学連合 2016 年大会． 

・山中雅之ほか（2016）：全国 SAR 干渉解析による斜面変動の検出事例，第 8回土砂災害に

関するシンポジウム． 

・藤原智ほか（2016）：Small displacement surface linear ruptures of the 2016 Kumamoto 

earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry（だいち 2号干渉 SAR に

よる熊本地震で生じた小変位の地表断層群の抽出），第 11 回 UJNR（天然資源の開発利用

に関する日米会議）地震調査専門部会． 

・藤原智ほか（2016）：ALOS-2の干渉SARによって検出された西之島の地表変位，日本火山

学会2016年度秋季大会． 

・本田昌樹ほか（2017）：だいち 2号を利用した宇宙からの火山活動の監視，日本地球惑星

科学連合 2017 年大会． 

・三浦優司ほか（2017）：地震での地殻変動検出におけるだいち 2号の貢献，日本地球惑星

科学連合 2017 年大会． 

・三浦優司ほか（2017）：InSAR analysis all over Japan by ALOS-2 (Daichi-2) / PALSAR-

2 data（だいち 2号を用いた全国 SAR 干渉解析），IAG-IASPEI 2017 年大会：Scientific 

Assembly of the International Association of Geodesy and the International 

Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior（国際測地学協会

及び地震学・地球内部物理学協会合同総会）． 

・藤原智ほか（2016）：Crustal deformation of the 2016 Kumamoto earthquake sequence 

(3) - Small displacement linear surface ruptures detected by ALOS-2 SAR -，IAG-

IASPEI 2017 年大会． 

・藤原智ほか（2017）：ALOS-2 SAR が捉えた雌阿寒岳から雄阿寒岳での地殻変動，日本火山

学会 2017 年度秋季大会． 

・撹上泰亮ほか（2017）：だいち 2号干渉 SAR による地盤沈下検出性能の評価‐九十九里平

野の事例‐，日本測地学会第 128 回講演会． 
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・林京之介ほか（2017）：だいち 2号（ALOS-2）の干渉 SAR で検出された雌阿寒岳周辺の地

殻変動，日本測地学会第 128 回講演会． 

・山下達也ほか（2017）：全国定常解析で得られた活火山域の SAR 干渉画像の抽出・公開，

日本測地学会第 128 回講演会． 

・山下達也ほか（2018）：Continuous monitoring of ground surface deformation 

throughout Japan using ALOS-2 data，日本地球惑星科学連合 2018 年大会． 

・藤原智ほか（2018）：干渉SARで見る火口周辺の火砕物の堆積−新燃岳、諏訪之瀬島−，日本

地球惑星科学連合2018年大会． 

・林京之介ほか（2018）：干渉SARの全国定常解析における電離層位相の除去に向けた取り組

み，日本測地学会第130回講演会． 

・松本紗歩ほか（2018）：SAR干渉解析を用いた小千谷市の季節変動の検証，日本測地学会第1

30回講演会． 

・桑原將旗（2018）：SAR干渉解析を用いた小千谷市における地盤の季節変動の面的把握，平

成30年度国土交通省国土技術研究会． 

・藤原智ほか（2018）：ALOS-2干渉SARによる大阪府北部の地震に伴って発生した有馬-高槻断

層帯に沿う地表変位の検出，日本地震学会2018年度秋季大会． 

・国土地理院測地部ほか（2018）：平成30年北海道胆振東部地震に伴う地殻変動，日本地震学

会2018年度秋季大会． 

・宗包浩志（2019）：国土地理院によるだいち2号を用いた地殻変動モニタリング，「陸域観

測技術衛星2号「だいち2号」（ALOS-2）利用シンポジウム」． 

・藤原智ほか（2019）：ALOS-2のSARによって捉えられた2016年の大雨による釧路湿原の2.5m

を超える地表変位，日本地球惑星科学連合2019年大会． 

・藤原智ほか（2019）：SARで見るお付き合い地震断層－熊本地震，大阪府北部の地震及び北

海道胆振東部地震，日本地球惑星科学連合2019年大会． 

・酒井和紀ほか（2019）：干渉 SAR による全国の地盤変動監視と 2.5 次元解析の活用，日本

地球惑星科学連合 2019 年大会． 

・矢来博司ほか（2019）：GNSS および SAR で捉えた 2018 年噴火以降の霧島山周辺の地殻変

動，日本地球惑星科学連合 2019 年大会． 

・兒玉篤郎ほか（2014）：日本のジオイド 2011（GSIGEO2011）の構築，日本地球惑星科学連

合 2014 年大会． 

・宮﨑隆幸ほか（2014）：日本重力基準網 2013（JGSN2013）に準拠した日本国内の重力デー

タの作成，日本地球惑星科学連合 2014 年大会． 

・吉田賢司（2014）：日本重力基準網2013（JGSN2013），日本地球惑星科学連合2014年大

会． 

・阿部聡ほか（2014）：富士山全磁力連続観測データの解析手法の開発，日本地球惑星科学

連合 2014 年大会． 
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・阿部聡ほか（2014）：Development of analysis strategy for continuous total 

geomagnetic field data around Mt. Fuji（富士山全磁力連続観測データの解析手法の

開発），Asia Oceania Geoscience Society (AOGS) 2014． 

・小島秀基ほか（2014）：新しいジオイド･モデル「日本のジオイド 2011」の構築，日本測地

学会第 122 回講演会． 

・宮﨑隆幸ほか（2014）：日本重力基準網 2013（JGSN2013）の構築，日本測地学会第 122 回

講演会． 

・阿部聡ほか（2015）：主成分分析を用いた地磁気全磁力モデルの開発，地殻電気伝導度不

均質構造に関する研究集会． 

・宮﨑隆幸ほか（2015）：日本重力基準網 2013（JGSN2013）に準拠した日本国内の重力デー

タの作成，日本地球惑星科学連合 2015 年大会． 

・阿部聡ほか（2015）：主成分分析を用いた地磁気全磁力モデルの開発，日本地球惑星科学

連合 2015 年大会． 

・小島秀基ほか（2015）：日本の離島における新しいジオイド・モデルの構築，日本地球惑

星科学連合 2015 年大会． 

・宮﨑隆幸（2015）：日本重力基準網2013（JGSN2013）に準拠した日本国内の重力データ

の作成，日本測地学会第124回講演会． 

・松尾功二ほか（2015）：日本の精密重力ジオイド・モデルの開発（その1），日本測地

学会第124回講演会． 

・松尾功二ほか（2016）：日本の精密重力ジオイド・モデルの開発（その2），日本測地

学会第126回講演会． 

・阿部聡ほか（2016）：磁気図 2015.0 年値の作成へ向けて，地殻電気伝導度不均質構造に関

する研究集会． 

・宮原伐折羅ほか（2016）：Perspective on utilization of optical lattice clock for 

geodesy（光格子時計の測地学への活用の展望），ERATO International Workshop． 

・松尾功二ほか（2016）：Development of a new gravitational geoid model for Japan（日

本の新たな重力ジオイド・モデルの開発）：FIG Working Week 2016(2016 年国際測量者連

盟ワーキングウィーク)． 

・宮﨑隆幸（2016）：過去の稠密重力データの日本重力基準網2013への整合手法の検討，日本

地球惑星科学連合2016年大会． 

・宮﨑隆幸（2016）：How to make old and dense gravity data consistent with the 

latest gravity data? --Example in Japan--（どのように過去の稠密重力データを最

新のデータと整合させるか？--日本における例--），AGU Fall Meeting（アメリカ地球

物理学連合大会）． 

・高橋伸也ほか（2016）：「磁気図2015.0年値」の公表について，第140回地球電磁気・地球惑

星圏学会． 
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・宗包浩志（2017）：光格子時計の測地学における活用の展望，SAT テクノロジー・ショー

ケース 2017． 

・高橋伸也ほか（2017）：磁気図 2015.0 年値の公表，地殻電気伝導度不均質構造に関する研

究集会． 

・矢萩智裕ほか（2017）：石岡測地観測局における絶対重力計の国内比較観測の実施及び日

本重力基準網 2016（JGSN2016）の構築，地球惑星科学連合 2017 年大会． 

・加藤知瑛ほか（2017）：石岡測地観測局における絶対重力計の国内比較観測の実施及び日

本重力基準網 2016（JGSN2016）の構築，地球惑星科学連合 2017 年大会． 

・髙橋伸也・矢萩智裕（2017）：偏角（予測値）計算手法の構築，地殻電気伝導度不均質構

造に関する研究集会． 

・吉田賢司ほか（2017）：Establishment of the new Japan Gravity Standardization 

Network (JGSN) 2016（日本重力基準網の構築），IAG-IASPEI 2017年大会：Scientific 

Assembly of the International Association of Geodesy and the International 

Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior（国際測地学協会

及び地震学・地球内部物理学協会合同総会）． 

・平岡喜文ほか（2018）：日本での航空重力測量実現に向けた国土地理院の取組み，地球惑

星科学連合 2018 年大会． 

・矢萩智裕ほか（2018）：国土地理院のジオイド・モデルの変遷，地球惑星科学連合 2018 年

大会． 

・大森秀一ほか（2018）：石岡測地観測局における重力値の水平勾配の評価，地球惑星科学連

合2018年大会． 

・矢萩智裕（2018）：明治以来の標高の仕組みを大転換－いつでも・どこでも・誰でも信頼

できる標高が使える社会へ－，第 47 回国土地理院報告会． 

・兒玉篤郎ほか（2018）：航空重力測量実施に向けた地上重力検定線の設置，日本測地学

会第130回講演会． 

・大森秀一ほか（2018）：航空重力測量実施に向けた飛行計画の設計，日本測地学会第

130回講演会． 

・矢萩智裕ほか（2018）：Launch of an airborne survey project towards the new geoid-

based vertical datum in Japan（ジオイド基準の新たな日本の標高体系構築に向けた航

空重力測量プロジェクトの始動），the AGU 2018 Fall Meeting（アメリカ地球物理学連合

2018 秋季会合）． 

・矢萩智裕ほか（2019）：地殻変動補正と精密重力ジオイドが導く高精度３次元測位社会の未

来，地球惑星科学連合2019年大会． 

・兒玉篤郎ほか（2019）：精密重力ジオイド構築に向けた航空重力測量の取組み，地球惑

星科学連合2019年大会． 

・冨山顕ほか（2019）：石岡測地観測局における重力値の季節変動，地球惑星科学連合
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2019年大会． 

・福﨑順洋ほか（2018）: Corrections of Quarter Cycle Shift and Inter-System Bias 

between Multi-GNSS Signals for Efficient Surveying and Precise Positioning（効

率的な測量と高精度測位のためのマルチGNSS信号間の1/4サイクルシフトとシステム間

バイアスの補正），10th Multi-GNSS Asia (MGA) Conference（第10回マルチGNSSアジア

会議）． 

・福﨑順洋ほか（2018）: Development of Multipath Mitigation Methods to Improve 

GNSS Positioning Accuracy Under Urban Environments（2）（都市部における測位精度

向上のためのマルチパス低減手法の開発（2）），10th Multi-GNSS Asia (MGA) 

Conference（第10回マルチGNSSアジア会議）． 

・多田直洋ほか（2018）: 屋外3次元空間における高精度衛星測位の適用範囲の拡大のた

めの技術開発，平成30年度国土技術研究会． 

・多田直洋ほか（2018）: 高精度衛星測位の適用範囲の拡大のための技術開発 -マルチパ

ス軽減手法の改良と手法の精度評価，日本測地学会第130回講演会． 

・多田直洋ほか（2018）: 屋外3次元空間における高精度衛星測位の適用範囲拡大のため

の技術解発 -3次元地図を活用したマルチパス低減手法の改良-，第4回測量・地理空間

情報 イノベーション大会． 

・黒石裕樹（2018）:準天頂衛星システムが実現する高精度測位社会を支える電子基準

点，第47回国土地理院報告会． 

・大中泰彦（2018）: Technical development for expanding availability of GNSS 

precise positioning in urban environment（高精度衛星測位の適用範囲拡大のための

技術開発 -3次元建物情報を活用したマルチパス誤差軽減手法の改良-），日本地球惑星

科学連合2018年大会． 

・川元智司ほか（2017）：GNSS analysis software “GSILIB” for utilizing multi-

GNSS data，Reference Frame in Practice, FIG/IAG/UN-GGIM-AP/ICG/GSI/JFS 

Technical Seminar． 

・古屋智秋（2017）：マルチGNSSに関する国土地理院の取り組み，第3回測量・地理空間情

報イノベーション大会． 

・辻宏道ほか（2016）：Development of a precise positioning technique using multi-

GNSS – introduction to GSILIB －，FIG Working Week 2016． 

・鎌苅裕紀ほか（2015）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－情報化施工を想定し

た観測－，日本測地学会第124回講演会． 

・古屋智秋ほか（2015）：Evaluation of inter-system biases of geodetic GNSS 

receivers in double differences，International Symposium on GNSS 2015． 

・古屋智秋（2015）：オープンGEONET！－電子基準点や関連成果を社会に広げよう－，第

44回国土地理院報告会． 
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・鎌苅裕紀（2015）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－測量におけるマルチGNSS

の利活用に向けて－，日本地球惑星科学連合2015年大会． 

・古屋智秋ほか（2014）：準天頂衛星の測量利用に向けた取り組み－L5帯の利用－，第58

回宇宙技術科学連合講演会． 

・鎌苅裕紀ほか（2014）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－ISB補正の効果－，日

本測地学会第122回講演会． 

・鎌苅裕紀ほか（2014）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－衛星系を組み合わせ

る技術－，GPS/GNSSシンポジウム2014． 

・古屋智秋（2014）：Introduction to GSILIB，The 6th Asia Oceania Regional 

Workshop on GNSS． 

・佐藤雄大（2014）：GEONET マルチGNSS時代の夜明け－未来予想図－，第43回国土地理院

報告会． 

・古屋智秋ほか（2014）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－統合解析の実現に向

けて－，日本地球惑星科学連合2014年大会． 

・古屋智秋（2014）：国土地理院における準天頂衛星のGPS補完信号利用に関する取り組

み，第8回QZSSユーザミーティング． 

・古屋智秋（2013）：Status of Modernization of GEONET and Development of Multi-

GNSS Analysis Software for Precise Surveying，The 5th Asia Oceania Regional 

Workshop on GNSS． 

・古屋智秋ほか（2013）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発－衛星系を組み合わせ

る技術－，日本測地学会第120回講演会． 

・古屋智秋ほか（2013）：準天頂衛星の測量利用に向けた取り組み，第57回宇宙科学技術

連合講演会． 

・宮川康平（2013）：マルチGNSS測量の実現に向けて－複数の衛星系を組み合わせる技術

の開発－，第42回国土地理院報告会． 

・古屋智秋ほか（2013）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発，日本地球惑星科学連

合2013年大会． 

・宮川康平（2013）：国土地理院におけるQZSSに関する取り組み，第7回QZSSユーザミーテ

ィング． 

・古屋智秋ほか（2012）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発，日本測地学会第118回

講演会． 

・古屋智秋ほか（2012）：マルチGNSSによる高精度測位技術の開発について，日本地球惑

星科学連合2012年大会． 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．１ 地理空間情報の整備力・活用力の向上のための研究開発 

（４）地理空間情報の三次元化などの多様化へ対応するための研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 

なし 

 

【特許、実用新案等の出願、登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・大角光司ほか（2015）：地理空間情報の三次元化に関する研究，国土地理院平成26年度調査

研究年報，pp.62-65. 

・菅井秀翔ほか（2016）：地理空間情報の三次元化に関する研究開発，国土地理院平成27年度

調査研究年報，pp.70-73. 

・菅井秀翔ほか（2017）：地理空間情報の三次元化に関する研究開発―写真測量における小型

UAVの活用に関する精度検証―，国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.78-81. 

・澤可那子ほか（2018）：次世代の基盤地図情報三次元化に向けた検討－UAV搭載型レーザス

キャナの精度検証－，国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.74-77. 

・澤可那子ほか（2019）：次世代に向けた基盤地図情報三次元化の検討－写真測量における固

定翼UAVの活用に関する精度検証－，国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.74-77. 

・乙井康成（2015）：行政等における地理空間情報の流通・利活用の高度化に関する研究，国

土地理院平成26年度調査研究年報，pp.200-202. 

・関口泰徳・大野裕幸（2015）：電子地形図提供システムの改良及び動的総描アルゴリズム

の検討，国土地理院平成 26 年度調査研究年報，pp.66-67. 

・本多美涼・大野裕幸（2016）：電子地形図提供システムの改良，国土地理院平成27年度調査

研究年報，pp.60-61. 

・本多美涼・中村孝之（2017）：地図表現の高度化についての開発－50000レベル地図表現の

検討及び電子地形図提供システムの改良－，国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.64-6

7. 

・宮之原洋ほか（2018）：地図表現の高度化についての開発－次期電子地形図提供システムの

構築－，国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.62-65. 

・宮之原洋ほか（2018）：地図情報の新たな提供・整備技術の開発－ベクトルタイル変換プロ

グラムの開発及び検討－，国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.54-57. 

・田代ゆかりほか（2019）：地図情報の新たな提供技術の開発－電子国土基本図を用いた5万

分1地図の試作－，国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.58-61. 

・土井弘充ほか（2015）：場所情報コードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究（第

2年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.46-48. 

・松坂茂ほか（2016）：所情報コードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究（第3年

次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.50-51． 
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・愛場政広ほか（2017）：場所情報コードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究（第

4年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.22-23. 

・中島秀敏ほか（2016）：３次元地図の整備・更新に関する研究（第１年次），国土地理院平

成27年度調査研究年報，pp.208-209. 

・田中宏明ほか（2017）：３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のため

の技術開発（第２年次）－３次元地図の整備・更新に関する研究－，国土地理院平成28年度

調査研究年報，pp.198-199. 

・宮地邦英ほか（2017）：社会基盤としての３次元地図の整備・更新技術の開発－効率的かつ

廉価な空間のモデリングシステムの開発－，国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.74-7

7. 

・阪上雅之ほか（2018）：３次元地図のモデリング技術の開発，国土地理院平成29年度調査研

究年報，pp.78-81. 

・田中宏明ほか（2018）：３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のため

の技術開発（第３年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.196-199. 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・ 乙井康成ほか（2014）： 設計図等を活用した三次元地理空間情報の構築とその問題点，地

図，Vol.52，No.3，pp.23-28. 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・菅井秀翔ほか（2017）：UAVを活用した写真測量の精度検証，国土地理院時報，129，pp.147

-157. 

・笹川 啓（2019）：UAVによる正射画像及び3次元計測の精度検証，計測技術2019 Vol.47 No.

1，pp.1-7. 

・乙井康成ほか（2014）：設計図等を活用した屋内空間の三次元 GIS データの作成とその課

題について，国土地理院時報，125，pp.59-71. 

・土井弘充・山際敦史（2014）：新たな位置情報基盤について,「地図」Vol.52 No.3 2014，p

p.25-30. 

・土井弘充ほか（2015）：位置情報サービスの展開に寄与する場所情報コードの活用推進，国

土地理院時報，127，pp.57-64. 

・国土地理院（2016）：３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会の実現，人と

国土21，2016年3月号，pp.25-30. 

・藤原智（2016）：地理空間情報技術とICTの融合～「３次元地理空間情報を活用した安全・

安心・快適な社会実現のための技術開発」の概要～, CIAJ JOURNAL 2016 夏，pp.35-41. 

・田中宏明（2016）：地理空間情報技術とICTの融合～「３次元地理空間情報を活用した安全・

安心・快適な社会実現のための技術開発」の概要～，JACIC情報 115号，pp.32-36. 
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・国土地理院（2018）：屋内測位のための位置情報基盤の整備～パブリックタグは屋内測位の

共通プラットフォームです！～，GIS NEXT 64号 NEXT SQUARE，pp.74. 

・国土地理院（2016）：３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会の実現，人と

国土２１，41，6，pp.25-30. 

・藤原智（2016）：地理空間情報技術とICTの融合―「３次元地理空間情報を活用した安全・

安心・快適な社会実現のための技術開発」の概要―，CIAJ JOURNAL，2016 Summer，pp.35-4

1. 

・Fukuzaki, Y., et al.（2017）: Development of Multipath Mitigation Methods to Impr

ove GNSS Positioning Accuracy under Urban Environments, Proceedings of the 9th Mu

lti-GNSS Asia Conference, pp.18-20. 

・多田直洋ほか（2018）：屋外3次元空間における高精度衛星測位の適用範囲拡大のための技

術開発，国土地理院時報，130，pp.109-117. 

・Fukuzaki, Y., et al.（2019）: Development of Multipath Mitigation Methods to Impr

ove GNSS Positioning Accuracy under Urban Environments, Bulletin of the Geospatia

l Information Authority of Japan, 67, submitted. 

 

【口頭発表】 

・澤可那子ほか（2017）： UAV搭載型レーザスキャナの精度検証，日本写真測量学会平成29年

度秋季学術講演会. 

・澤可那子ほか（2018）： 固定翼型UAVの精度検証，日本写真測量学会平成30年度秋季学術講

演会. 

・澤可那子（2018）：UAV搭載型レーザスキャナを用いた土砂崩落の把握，平成29年度国土交

通省国土技術研究会. 

・澤可那子ほか（2019）：SfM/MVS技術を用いた写真測量における斜め撮影追加の有効性検証，

日本写真測量学会2019年度年次学術講演会. 

・土井弘充（2015）：場所情報コードの活用－参考事例と閲覧システムの改良－，場所情報コ

ードの位置情報サービスへの応用に関する共同研究最終成果報告会． 

・松坂茂（2015）：いつでも・どこでも・誰でも位置情報を簡単に利用できる社会を目指

して－地方での位置情報サービス向上に向けて－，第 44 回国土地理院報告会． 

・野神憩（2016）：都市空間の屋内外におけるシームレス測位の実現～３次元地理空間情報を

活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発～，平成28年度国土交通省国土技術

研究会． 

・大滝修（2018）：屋内測位のための「パブリックタグ」の標準仕様とガイドラインの概要，

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2018． 

・村上克明（2018）：屋内測位のための「パブリックタグ」の標準仕様とガイドラインの概要，

GPS/GNSSシンポジウム2018． 
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・Fukuzaki, Y., et al.（2017）: Development of Multipath Mitigation Methods to Impr

ove GNSS Positioning Accuracy Under Urban Environments, 9th Multi-GNSS Asia Confe

rence, Oct 2017, Jakarta, Indonesia. 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．２ 次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 

（１）次世代衛星測位技術の効果的・効率的活用に関する研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 
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【特許、実用新案等の出願、登録】 
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・万所求ほか（2014）：南極昭和基地GNSS観測点のマルチGNSS対応，第5回極域科学シンポジ

ウム. 

・黒石裕樹ほか（2014）：GEONET・Japan's nationwide CORS network and its applications
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星科学連合2017年大会. 

・阿部聡ほか（2017）：GEONET新解析戦略の開発，日本測地学会第128回講演会. 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．２ 次世代の地理空間情報活用社会の実現のための研究開発 

（２）次世代の地理空間情報の整備・提供・活用方法に関する研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 
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【特許、実用新案等の出願、登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 
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【審査付き論文誌での掲載】 
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【審査無し論文誌での掲載】 

 なし 

 

【口頭発表】 

・大野裕幸ほか（2019）：空中写真を用いた地物抽出性能評価用データセットの構築，2019年
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．３ 防災・減災のための研究開発 

（１）現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発 
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・小林知勝・矢来博司（2018）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基
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・宗包浩志（2016）：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），国土

地理院平成27年度調査研究年報，pp.164-165. 

・小林知勝（2016）：干渉SAR時系列解析による国土の地盤変動の時間的推移の面的検出に

関する研究（第2年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.116-119. 

・小林知勝・矢来博司（2016）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第6年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，

pp.124-127. 

・小林知勝（2016）：精密地下構造調査と地盤変動検出による水蒸気爆発型噴火の可能性評

価（第 3年次），国土地理院平成 27年度調査研究年報，pp.136-139. 

・国土地理院（2015）：SAR 観測・解析技術の高度化（6013），「災害の軽減に貢献するため

の地震火山観測研究計画」平成26年度年次報告（機関別）. 

・石本正芳（2015）：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），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.126-129. 

・宗包浩志（2015）：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），国土

地理院平成26年度調査研究年報，pp.152-153. 

・小林知勝（2015）：干渉SAR時系列解析による国土の地盤変動の時間的推移の面的検出に

関する研究（第1年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.104-107. 

・中埜貴元・神谷泉（2015）：地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の効率的整

備に関する研究（第2年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.162-165. 

・中埜貴元ほか（2015）：リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究（第1

年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.182-185. 

・中埜貴元・神谷泉（2015）：東日本大震災の災害地理学的検証－「想定外」回避のためのハ

ザード評価手法の再検討－（第3年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.204-207. 

・中埜貴元ほか（2015）：干渉SARとレーザー測量による深層崩壊危険斜面ピンポイント検出

技術（第2年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.208-211. 

・中埜貴元・神谷泉（2016）：地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の効率的整

備に関する研究（第3年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.174-177. 

・中埜貴元ほか（2016）：リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究（第2

年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.182-185. 

・中埜貴元・岩橋純子（2016）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第2年次），

国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.192-195. 

・中埜貴元（2016）：宅地盛土の地震時安全性評価の実用化に向けたパラメータ解析と地形復

元手法の開発（第1年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.214-217. 

・中島秀敏・中埜貴元（2016）：ハザードマップにおける災害予測および避難情報伝達の機能

向上に資する地理学的研究（第1年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.108-109. 
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・中埜貴元ほか（2017）：リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究（第3

年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.178-181． 

・中埜貴元ほか（2017）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第3年次），国土

地理院平成28年度調査研究年報，pp.186-189． 

・中埜貴元（2017）：宅地盛土の地震時安全性評価の実用化に向けたパラメータ解析と地形復

元手法の開発（第2年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.208-211． 

・中埜貴元・宇根寛（2017）：ハザードマップにおける災害予測および避難情報伝達の機能向

上に資する地理学的研究（第2年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.200-202． 

・岩橋純子（2017）：昭和期からの斜面調査資料と新技術の融合による斜面崩壊・堆積プロセ

スの解明（第1年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.212-213． 

・中埜貴元（2018）：リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究（第4年次），

国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.178-180． 

・中埜貴元・大野裕幸（2018）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第4年次），

国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.184-187． 

・中埜貴元・宇根寛（2018）：ハザードマップにおける災害予測および避難情報伝達の機能向

上に資する地理学的研究（第3年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.204-205． 

・岩橋純子ほか（2018）：昭和期からの斜面調査資料と新技術の融合による斜面崩壊・堆積プ

ロセスの解明（第2年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.208-210． 

・中埜貴元・宇根寛（2018）：干渉SARにより検出した地震に伴うノンテクトニック変動のメ

カニズム解明（第1年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.206-207． 

・岩橋純子（2018）：昭和期からの斜面調査資料と新技術の融合による斜面崩壊・堆積プ

ロセスの解明，京都大学防災研究所 一般共同研究28G-01報告書（平成30年6月）（CD-

ROM）. 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・Kawamoto, T., et al.（2018）： Real-time GNSS analysis system REGARD: An overview 

and recent results，Journal of Disaster Research，Vol.13，No.3，pp.440-452. 

・宗包浩志（2018）：A GNSS Kinematic Analysis System for Japanese GEONET Stations， 

Journal of Disaster Research，13，pp.433-439. 

・宗包浩志（2018）：キネマティック GNSS 時系列に含まれる微小信号の抽出，測地学会誌，

64，pp.1-11. 

・Kawamoto, T., et al.（2017）： REGARD: A new GNSS-based real-time finite fault 

modeling system for GEONET ， J. Geophys. Res. Solid Earth ， 122 ，

doi:10.1002/2016JB013485. 

・Kawamoto, T., et al.（2016）: First result from the GEONET real-time analysis 

system （REGARD）: the case of the 2016 Kumamoto Earthquakes，Earth Planets Space，
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68: 190，doi:10.1186/s40623-016-0564-4. 

・Munekane, H., et al.（2016）：Mechanisms of step-like tilt changes and very long 

period seismic signals during the 2000 Miyakejima eruption: Insights from 

Kinematic GPS（2000 年三宅島噴火の期間におけるステップ状の傾斜変動と非常に長周期

の地震シグナルのメカニズム：キネマティック GPS による洞察），Journal of Geophysical 

Research. Solid Earth， 121， 2932–2946， doi:10.1002/2016JB012795. 

・Kawamoto, T., et al.（2015）：Development and reliability of Real-time fault model 

estimation routines in the GEONET real-time processing system（GEONET リアルタイ

ム解析システムのリアルタイム断層モデル推定ルーチンの開発と評価），International 

Association of Geodesy Symposia 2015（IAG シンポジウム 2015），Springer， 

doi:10.1007/1345_2015_49. 

・Kobayashi, T., et al.（2019）：Geodetically estimated location and geometry of 

fault plane involved in the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake（測地学的に

推定される 2018 年北海道胆振東部地震の断層面の位置と形状），Earth Planets 

Space，71:62，doi:10.1186/s40623-019-1042-6. 

・Fujiwara, S., et al.（2019）：Local surface deformation of 2018 Hokkaido 

Eastern Iburi Earthquake detected by ALOS-2 SAR（ALOS-2 の SAR により見つかった

2018 年北海道胆振東部地震に伴う地域的な表面変位）， Earth Planets Space， 

71:64， doi:10.1186/s40623-019-1046-2. 

・Kobayashi, T.（2018）：InSAR-detected local ground deformation in potential 

areas of phreatic eruption: Way forward to proactive monitoring for disaster 

risk mitigation（InSAR で検出される水蒸気噴火発生場の局所地盤変動：災害リスク軽

減のためのプロアクティブな監視に向けて）， proceeding of 13th SEGJ Information 

Symposium， 186-169， 2019， doi:10.1190/SEGJ2018-050.1. 

・Kobayashi, T., et al.（2018）：First detection of precursory ground inflation of 

a small phreatic eruption by InSAR（InSAR により初めて捉えられた小規模水蒸気噴火

に前駆する地盤膨張）， Earth Planetary Science Letters ， 491 ， 244-254 ，

doi:10.1016/j.epsl.2018.03.041. 

・Kobayashi, T.（2018）：Locally distributed ground deformation in an area of 

potential phreatic eruption， Midagahara volcano， Japan， detected by single-

look-based InSAR time series analysis（シングルルック解像度の InSAR 時系列解析に

より捉えられた弥陀ヶ原火山における水蒸気噴火発生場の局所地盤変動）， Journal of 

Volcanology and Geothermal Research ， 357 ， 213-223 ，

doi:10.1016/j.jvolgeores.2018.04.023. 

・森下遊・小林知勝（2018）：ALOS-2 干渉 SAR 時系列解析で検出された霧島山の地表変位と

大気遅延誤差低減処理の効果，測地学会誌，64，28-38． 
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・森下遊ほか（2018）：Crustal deformation of the 2016 Kaikoura， New Zealand， 

earthquake reveled by ALOS-2（ALOS-2 によって明らかになった 2016 年ニュージーラン

ド・カイクラ地震の地殻変動）， Bull. Seismo. Soc. Am.， 108（3B）， 1746-1756， doi: 

10.1785/0120180070. 

・Fujiwara, S., et al.（2017）：Non-tectonic liquefaction-induced large surface 

displacements in the Aso Valley， Japan， caused by the 2016 Kumamoto earthquake， 

revealed by ALOS-2 SAR（ALOS-2 の SAR で検出された 2016 年熊本地震によって引き起こ

された阿蘇谷における液状化による非造構性の大きな地表変位）， Earth Planetary 

Science Letters， 474， 457-465， doi:10.1016/j.epsl.2017.07.001. 

・小林知勝（2016）：数値気象モデルを用いた干渉 SAR の大気遅延誤差の低減効果について 

～2015 年桜島マグマ貫入イベントの解析を例に～，測地学会誌，62，pp.79-88． 

・森下遊（2016）：GNSS データを用いた干渉 SAR に含まれる空間的長波長誤差の低減，測地

学会誌，62，pp.89-100． 

・Fujiwara, S., et al.（2016）Small-displacement linear surface rupsutres of the 

2016 Kumamoto earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry， Earth 

Planets Earth.， 68:160， DOI10.1186/s40623-016-0534-x. 

・Morishita, Y., et al.（2016）：Three-dimensional deformation mapping of a dike 

intrusion event in Sakurajima in 2015 by exploiting the right- and left-looking 

ALOS-2 InSAR（2015 年桜島ダイク貫入イベントにおける右及び左観測 ALOS-2 InSAR を利

用した 3次元変動場），Geophysical Research Letters，43，doi:10.1002/2016GL068293.  

・Kobayashi, T., et al.（2015）：Detailed crustal deformation and fault rupture of 

the 2015 Gorkha earthquake， Nepal， revealed from ScanSAR-based interferograms 

of ALOS-2（ALOS2 の ScanSAR 干渉解析により明らかにされた 2015 年 Gorkha 地震の地殻

変動と断層破壊）， Earth Planets Space， 67:201， doi:10.1186/s40623-015-0359-z. 

・森下遊（2015），L および C バンド SAR データによる PSI 結果の比較，測地学会誌，61，

pp.157-166. 

・Iwahashi, J., et al.（2014）: Landslide susceptibility analysis by terrain and 

vegetation attributes derived from pre-event LiDAR data: a case study of granitic 

mountain slopes in Hofu， Japan（災害前の LiDAR データから求めた地形・植生特性に

よる斜面崩壊の起きやすさの分析：防府地区の花崗岩山地におけるケーススタディ），

Proceedings of INTERPRAEVENT International Symposium 2014，P20（CD-ROM）. 

・中埜貴元ほか（2015）：地形分類情報を用いた液状化ハザード評価基準の再考，地学雑誌，

Vol.124，No.2，pp.259-271. 

・小荒井衛（茨城大学）（2015）： 東北地方太平洋沖地震による仙台平野・石巻平野の津波

被災度と地形・土地利用との関連，地学雑誌，Vol.124，No.2，pp.211-226. 

・中埜貴元ほか（2015）：干渉 SAR で捉えた 2014 年 11 月 22 日長野県北部を震源とする地
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震に伴う地表変位，活断層研究，No.43，pp.69-82. 

・中埜貴元・宇根寛（2015）：2014 年長野県北部の地震で出現した地表地震断層における地

中レーダ浅部地下構造調査，活断層研究，No.43，pp.133-148. 

・岡谷隆基ほか（2016）：MMS を用いた津波浸水深判読の有用性の検証，地図，Vol.54，No.2，

pp.17-27. 

・山中雅之ほか（2016）：全国 SAR 干渉解析による斜面変動の検出事例，第 8回土砂災害に

関するシンポジウム講演論文集，pp. 55-60. 

・Fujiwara, S., et al.（2016）：Small-displacement linear surface ruptures of the 

2016 Kumamoto earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry（だいち

2号干渉 SAR により検出した熊本地震に伴う小変位の地表断層群）. Earth， Planets and 

Space， 68:160， DOI: 10.1186/s40623-016-0534-x. 

・Fujiwara, S., et al.（2017）：Non-tectonic liquefaction-induced large surface 

displacements in the Aso Valley， Japan， caused by the 2016 Kumamoto earthquake， 

revealed by ALOS-2 SAR. Earth and Planetary Science Letters， 474C， pp.457-465. 

DOI: 10.1016/j.epsl.2017.07.001. 

・中埜貴元ほか（2017）：物理探査による利根川・鬼怒川旧河道の液状化発生地域の浅部地

下構造の推定，地学雑誌，126，pp.749-765．DOI: 10.5026/j geography.126.749. 

・小荒井衛（茨城大学）ほか（2018）：液状化リスク評価のための液状化被害と地形との関

係性－利根川中下流域・東京湾地域の被害を対象に―，地学雑誌，127，pp.409-422． 

・宇根寛ほか（2018）：地球科学が液状化防災に貢献するために，地学雑誌，127，pp.423-

438． 

・岩橋純子・松四雄騎（2018）：昭和期に収集された山間部の国道沿い斜面における検土杖

貫入深および表層物質の統計，日本地すべり学会誌，56，1，pp.38-45． 

・Nakano, T., et al.（2019）: Evaluating earthquake-related ground failure mapping 

by combined traditional and modern methods. Advances in Cartography and GIScience 

of the ICA， 1， 14. DOI: 10.5194/ica-adv-1-14-2019. 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

•安藤久ほか（2016）：GNSS連続観測による口永良部島の地殻変動の監視，国土地理院時報128

集，pp.13-17. 

・宗包浩志（2017）：電子基準点精密単独測位キネマティック解析プロトタイプシステムの

開発，国土地理院時報，129，pp.1-9. 

・川元智司ほか（2016）：電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）プロトタイプの

開発，国土地理院時報，128，pp.55-66. 

・Kawamoto, S., et al.（2016）：Real-Time GNSS Positioning System REGARD for Rapid 

Earthquake Moment Estimates（地震規模即時推定のための GNSS リアルタイム解析シス
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テム REGARD），proceedings of FIG working week 2016（国際測量者連盟ワーキングウィ

ーク 2016 プロシーディングス）. 

・小林知勝ほか（2018），干渉 SAR 時系列解析プロトタイプシステムの開発，国土地理院
時報，130，pp.123-133.  

・Kobayashi, T., et al.（2018）：Research on crustal deformation in the northern 

Niigata-Kobe tectonic zone by applying InSAR time series analysis（InSAR 時系列

解析による歪み集中帯北部の地殻変動抽出に関する研究）， Final report of ALOS 4th 

Research Announcement （RA4）. 

・Kobayashi, T., et al.（2017）：Detailed ground surface displacement and fault 

ruptures of the 2016 Kumamoto Earthquake Sequence revealed by SAR and GNSS data

（SAR および GNSS データで捉えた 2016 年熊本地震の地表変位と断層破壊の詳細）， 

Detweiler， S.， and Pollitz， F.， eds.， U.S. Geological Survey Open-file Report 

2006-1219 （Proceedings of the 11th United States-Japan Natural Resources Panel 

for Earthquake Research， Napa Valley， California， November 16-18， 2016）， 

pp.31-32. 

・Fujiwara, S., et al.（2017）：Small displacement surface linear ruptures of the 

2016 Kumamoto Earthquake Sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry（だいち

2 号干渉 SAR による熊本地震で生じた小変位の地表断層群の抽出）， Detweiler， S.， 

and Pollitz， F.， eds.， U.S. Geological Survey Open-file Report 2006-1219 

（Proceedings of the 11th United States-Japan Natural Resources Panel for 

Earthquake Research， Napa Valley， California， November 16-18），2016，pp.33-

34. 

・小林知勝（2017）：だいち２号が捉えた熊本地震の地殻変動，土木学会地震工学委員会・

2016 年熊本地震被害調査報告書，2-3 節. 

・矢来博司ほか（2016）：熊本地震に伴う地殻変動から推定された震源断層モデル，国土地

理院時報，128，pp.169-176． 

・藤原智ほか（2016）：だいち２号干渉 SAR による熊本地震で生じた小変位の地表断層群の

抽出，国土地理院時報，128，pp.147-162． 

・Miyahara, B., et al.（2016）：Detection of ground surface deformation of the 

Kumamoto Earthquake by InSAR using ALOS-2 data，Bulletin of the GSI，64，pp.21-

26. 

・上芝晴香ほか（2016）：だいち 2 号 SAR 干渉解析による熊本地震に伴う地殻変動の検出，

国土地理院時報，128，pp.139-146． 

・矢来博司ほか（2016）SAR 解析グループ，だいち２号の干渉 SAR による熊本地震の地殻変

動の把握，写真測量とリモートセンシング，Vol.55， No.3，pp.166-167. 

・森下遊ほか（2015）：だいち 2 号 SAR 干渉解析により捉えられた平成 26 年（2014 年）長
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野県北部の地震に伴う地殻変動と地表変形，国土地理院時報，127，pp.47-56. 

・Nakano, T., et al.（2016）：Precursory Slope Deformation Around Landslide Area 

Detected By InSAR Throughout Japan （干渉 SAR で検出した日本全土の前兆的地すべり

性斜面変動），The International Archives of the Photogrammetry， Remote Sensing 

and Spatial Information Sciences， Vol.XLI-B1， pp.1201-1205. 

・吉田一希ほか（2016）：熊本地震に伴い生じた地表の亀裂分布図の作成，国土地理院時報，

128，pp.201-206． 
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・森下遊（2014）：広域 SAR 干渉解析のための GNSS 補正，日本地球惑星科学連合2014年大

会. 

・Iwahashi, J., et al.（2014）: Landslide susceptibility analysis by terrain and 

vegetation attributes derived from pre-event LiDAR data: a case study of granitic 

mountain slopes in Hofu， Japan（災害前のLiDARデータから求めた地形・植生特性による

斜面崩壊の起きやすさの分析：防府地区の花崗岩山地におけるケーススタディ），

INTERPRAEVENT International Symposium 2014. 

・中埜貴元・小荒井衛（2014）：利根川旧河道の地下比抵抗分布と地表の土壌水分率との関

係，日本地球惑星科学連合 2014 年大会. 

・小荒井衛ほか（2014）：地すべり性斜面変動の前兆を干渉 SAR と航空レーザ測量で捉える，

日本地球惑星科学連合 2014 年大会. 

・中埜貴元ほか（2014）：地中レーダ（GPR）探査による鬼怒川旧河道の浅部地下構造調査，

日本地理学会 2014 年秋季学術大会. 

・中埜貴元ほか（2014）：航空レーザ反射強度データと地表土壌水分率及び地形分類との関

係，日本写真測量学会平成 26年度秋季学術講演会. 

・戸田堅一郎（長野県林業総合センター）ほか（2014）：干渉 SAR と CS 立体図による深層崩

壊危険斜面検出技術の開発，第４回中部森林学会大会 

・中埜貴元ほか（2014）：液状化が発生した利根川・鬼怒川旧河道における物理探査，第 24

回環境地質学シンポジウム. 

・Sato, H., et al.（2014）: Monitoring of precursor landslide surface deformation 
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using InSAR image in Kuchi‐Sakamoto， Shizuoka Prefecture， Japan（静岡県口坂本

地区における SAR 干渉画像を用いた前兆的な地すべり性変動のモニタリング），2014 AGU 

Fall Meeting. 

・中埜貴元・中島秀敏（2015）：干渉 SAR による地表変形箇所の把握 －地すべり性変動と地

表地震断層を例に－，第 6 回 GIS-Landslide 研究集会および第 2 回高解像度地形情報シ

ンポジウム. 

・中埜貴元ほか（2015）：2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震における SAR 干渉画像に基づ

く地表変形現地調査結果，日本地理学会 2015 年春季学術大会. 

・中埜貴元ほか（2015）：2014 年長野県北部の地震に伴い出現した地表地震断層における地

中レーダ探査，日本地球惑星科学連合 2015 年大会. 

・中埜貴元（2015）：リモートセンシングデータを用いた 250m メッシュ微地形区分の細分化

手法の検討，日本地理学会 2015 年秋季学術大会. 

・中埜貴元（2015）：航空レーザ DSM データへの地形量解析の適用による地表粗度分類の検

討，日本写真測量学会平成 27年度秋季学術講演会. 

・中埜貴元・宇根寛（2015）：2014 年長野県北部の地震に伴う地表地震断層周辺の浅部地下

構造と地殻変動，日本活断層学会 2015 年度秋季学術大会. 

・山中雅之ほか（2016）：全国 SAR 干渉解析による斜面変動の検出，日本地球惑星科学連合

2016 年大会. 

・中埜貴元（2016）：液状化リスク評価のための地形・地盤分類情報の効率的整備手法の開

発，第 45回国土地理院報告会. 

・小荒井衛（茨城大学）・中埜貴元（2016）：Pi-SAR-L2 の多偏波散乱係数を用いた津波被害

区分の可能性，日本リモートセンシング学会第 60回（平成 28 年度春季）学術講演会. 

・Nakano, T., et al.（2016）：Precursory Slope Deformation Around Landslide Area 

Detected By InSAR Throughout Japan （干渉 SAR で検出した日本全土の前兆的地すべり

性斜面変動），International Society for  Photogrammetry and Remote Sensing （ISPRS） 

XXIII Congress （第 23回国際写真測量・リモートセンシング学会）. 

・山中雅之ほか（2016）：全国 SAR 干渉解析による斜面変動の検出事例，第 8回土砂災害に

関するシンポジウム. 

・中埜貴元（2016）：宅地盛土形状把握のための旧地形データの効率的作成手法の検討，日

本地理学会 2016 年秋季学術大会. 

・中埜貴元ほか（2016）：SAR 干渉解析による平成 28 年（2016 年）熊本地震に伴う熊本市内

の地表変位と地下構造との関係，日本活断層学会 2016 年度秋季学術大会. 

・宇根寛ほか（2016）：平成 28 年熊本地震に伴い阿蘇外輪山北西部に現れた多数の地表変

位について，日本活断層学会 2016 年度秋季学術大会. 

・中埜貴元（2016）：液状化ハザードマップ作成のための地形分類情報の効率的整備手法の

開発，平成 28年度国土交通省国土技術研究会. 
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・中埜貴元（2016）：Pi-SAR-L2 データによる高土壌水分地域の抽出に関する検討，日本写

真測量学会平成 28年度秋季学術講演会. 

・小荒井衛（茨城大学）・中埜貴元（2016）：航空機 SAR の多偏波後方散乱強度を用いた津波

被害区分の検討，CSIS DAYS 2016. 

・中埜貴元ほか（2016）：干渉 SAR が捉えた小さな地表変位－熊本地震を例に－，防災科学

技術研究所土砂災害予測に関する研究集会－熊本地震とその周辺－. 

・中埜貴元・川又基人（総合研究大学院大学）（2017）：宅地盛土形状把握のための旧地形デ

ータの効率的作成手法の検討（その２）―仙台地区の事例―，日本地理学会 2017 年春季

学術大会. 

・岩橋純子・松四雄騎（京都大学防災研究所）（2017）：昭和期の斜面調査資料を用いた検土

杖深等の分析，平成 28年度京都大学防災研究所研究発表講演会. 

・Nakano, T., et al.（2017）：Detection of slope deformation by using InSAR analysis 

- A case of Shikoku Mountains and Asahi Mountains（SAR 干渉解析による斜面変動検

出－四国山地、朝日山地の事例），JpGU-AGU Joint Meeting 2017. 

・Une, H., et al.（2017）：Present situation and problems of liquefaction hazard 

maps（液状化ハザードマップの現状と課題），JpGU-AGU Joint Meeting 2017. 

・Une, H., et al.（2017）：Field survey and interpretation of the surface linear 

ruptures in northwest of the outer rim of the Aso caldera emerged on SAR 

interferogram （SAR 干渉画像に現れた阿蘇外輪山北西部の地表変位の現地検証とその解

釈），JpGU-AGU Joint Meeting 2017. 

・Une, H., et al.（2017）：Description and interpretation of the surface ruptures 

in northwest of the outer rim of the Aso caldera triggered by Kumamoto Earthquake 

（熊本地震で誘発された阿蘇外輪山北西部の地表変位の記載とその解釈），IAG-IASPEI 

2017 年大会. 

・Nakano, T.（2017）: Semi-automated landform classification for hazard mapping of 

soil liquefaction by earthquake（液状化ハザードマップ作成のための半自動地形分類），

28th International Cartographic Conference（ICC2017）. 

・岩橋純子・松四雄騎（京都大学防災研究所）（2017）：昭和期に収集された山間部の国道沿

い斜面における検土杖貫入深の統計，第 56回（公社）日本地すべり学会研究発表会. 

・中埜貴元（2017）：宅地盛土の地震時安全性評価パラメータの改良，日本地理学会 2017 年

秋季学術大会. 

・宇根寛ほか（2017）：平成 28年熊本地震に伴い阿蘇外輪山北西部に現れた「地震断層」の

分布とその性質，日本地理学会 2017 年秋季学術大会. 

・藤原智ほか（2017）：2016 年熊本地震に伴う地表断層群及び阿蘇谷での水平変位の成因は

何か？，日本測地学会第 128 回講演会. 

・藤原智ほか（2017）：2016 年熊本地震に伴う阿蘇谷での水平変位及び地表断層群の成因は
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何か？，日本地震学会 2017 年度秋季大会. 

・宇根寛ほか（2017）：熊本地震の「お付き合い断層」が提起した「地震断層」の多様性，

日本活断層学会 2017 年度秋季学術大会. 

・中埜貴元ほか（2017）：阿蘇外輪山北西部の活断層における GPR 探査（速報），日本活断層

学会 2017 年度秋季学術大会. 

・岩橋純子・松四雄騎（京都大学防災研究所）（2018）：岩国地区国道 2号沿い斜面の昭和期

からの調査記録と災害記録について，平成 29 年度防災研究所 研究発表講演会. 

・中埜貴元・岩橋純子（2018）：干渉 SAR で検出された斜面変動の形態的特徴，平成 29 年度

防災研究所 研究発表講演会. 

・宇根寛ほか（2018）：阿蘇外輪山北西部断層群の「お付き合い地殻変動」は累積してきた

か？（速報），日本地理学会 2018 年春季学術大会. 

・Nakano, T., et al.（2018）：Comparison of GPR survey results and trench survey 

results at the Matoishibokujo I Fault（的石牧場Ⅰ断層における GPR 探査結果とトレ

ンチ調査結果との対比），JpGU 2018（日本地球惑星科学連合 2018 年大会）. 

・Fujiwara, S., et al.（2018）：Crustal Deformation of Kumamoto Earthquake − Surface 

Faults around Suizenji and Horizontal Displacements in Aso Valley（熊本地震に伴

う地殻変動 −水前寺付近の地表断層群と阿蘇谷での大きな水平変位−），JpGU 2018（日本

地球惑星科学連合 2018 年大会）. 

・Une, H., et al.（2018）：Cumulativeness of “triggered” surface rupture in north-

western area of outer rim of Aso caldera and its impact for active fault 

evaluation（トレンチ掘削による阿蘇外輪山北西部の「お付き合い地震断層」の累積性の

確認と活断層評価におけるその意義），JpGU 2018（日本地球惑星科学連合 2018 年大会）. 

・Nakano, T., et al.（2018）: Crustal deformation of the 2016 Kumamoto earthquake 

sequence （4） ― Geomorphological and geological settings of triggered surface 

ruptures ―， 12th UJNR. 

・中埜貴元ほか（2018）：SAR 干渉画像に基づき阿蘇外輪山で確認した新たな地表地震断層，

日本活断層学会 2018 年度秋季学術大会. 

・Nakano, T., et al.（2018）：Geomorphological and geological characteristics of 

triggered surface faults associated with 2016 Kumamoto Earthquake sequence around 

the northwest of the outer rim of the Aso caldera， southwestern Japan， AGU 2018 

Fall Meeting. 

・Endo, R. and Nakano, T.（2019）: Hazard map representation toward a better 

understanding of risks ～Targeting liquefaction～，第 29回国土地理院技術報告会. 

・中埜貴元ほか（2019）：阿蘇カルデラ外輪山北西部，的石牧場Ⅰ断層周辺の浅部地下構造

調査，JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・中埜貴元ほか（2019）：2018 年北海道胆振東部地震に伴い変動した谷埋め盛土造成地の分
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布形態，JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・遠藤涼・中埜貴元（2019）：情報を正確に伝達するためのハザードマップの検討および試

作，JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・宇根寛ほか（2019）：阿蘇外輪山北西部の「お付き合い断層」の掘削調査結果と地形変位

からみた活動履歴，JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・小荒井衛（茨城大学）ほか（2019）：自然堤防の比高による液状化危険度の違いについて，

JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・藤原智ほか（2019）：熊本地震、大阪府北部の地震及び北海道胆振東部地震からみたお付

き合い地震断層の特徴，JpGU 2019（日本地球惑星科学連合 2019 年大会）. 

・Nakano, T., et al.（2019）: Evaluating earthquake-related ground failure mapping 

by combined traditional and modern methods， 29th International Cartographic 

Conference （ICC2019）. 

・Endo, R. and Nakano, T.（2019）: Improvement suggestions for problems of hazard 

map from the viewpoint of color scheme， 29th International Cartographic 

Conference （ICC2019）. 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．３ 防災・減災のための研究開発 

（２）災害時の状況を速やかに把握し、情報共有・提供するための研究開発 
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【論文賞、奨励賞等】 

・Nakano, T., et al.（2014）：LANDFORM MONITORING IN ACTIVE VOLCANO BY UAV AND SFM-

MVS TECHNIQUE（UAVとSfM-MVS技術を用いた火山の地形モニタリング），ISPRS Technical 

Commission VIII Symposium 2014 “2nd Best paper presentation in Oral category”，

2014年12月12日. 

 

【特許、実用新案等の出願、登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・瀧繁幸ほか（2015）：航空機SARによる地形計測及び災害発生箇所抽出に関する研究，国土

地理院平成26年度調査研究年報，pp.54-55． 

・早坂寿人ほか（2016）：航空機SARによる災害状況把握に関する研究，国土地理院平成27年

度調査研究年報，pp.62-63． 

・髙橋祥ほか（2017）：航空機SARによる災害状況把握に関する研究（第3年次），国土地理院

平成28年度調査研究年報，pp.70-73. 

・高橋祥ほか（2018）：航空機SARによる災害状況把握に関する研究（第4年次）－干渉処理ソ

フトウェア改良－，国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.66-69． 

・菅井秀翔ほか（2019）：航空機SARによる災害状況把握に関する研究－SAR-DSMの精度検証と

利活用の検討－，国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.66-69. 

・佐藤雄大ほか（2015）：津波予測支援のためのGEONETリアルタイム解析システムのGNSS対応

等（第4年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.88-89. 

・川元智司・平田雄一朗（東北大学）（2015）：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），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.142-14

5. 

・古屋智秋ほか（2016）：津波予測支援のためのGNSSリアルタイム解析に関する研究（第５年

次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.104-105. 

・川元智司（2016）：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），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.166-169. 

・阿部聡ほか（2017）：津波予測支援のためのGNSSリアルタイム解析に関する研究（第６年次），

国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.94-95. 

・阿部聡ほか（2018）：津波予測支援のためのGNSSリアルタイム解析に関する研究（第７年次），

国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.96-97. 

・阿部聡ほか（2019）：津波予測支援のためのGNSSリアルタイム解析に関する研究（第８年次），

国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.92-93. 

・大野裕幸ほか（2018）：浸水状況把握のリアルタイム化に関する研究（第1年次），国土地理
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院平成29年度調査研究年報，pp.176-177． 

・大野裕幸（2018）：新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関する研究（第

3年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.192-195. 

・中埜貴元・大野裕幸（2017）：新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関す

る研究（第2年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.194-197． 

・中埜貴元・神谷泉（2016）：新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関する研

究（第１年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.204-207． 

・神谷泉ほか（2015）：地震時地盤被害予想システムの運用に関する研究（第２年次），国土

地理院平成26年度調査研究年報，pp.170-173. 

・神谷泉ほか（2015）：被災状況の画像計測に関する研究（第2年次），国土地理院平成26年度

調査研究年報，pp.174-177． 

・岩橋純子ほか（2015）：地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第１年次），国土地

理院平成26年度調査研究年報，pp.188-191. 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・Kawamoto, T., et al.（2015）：Development and reliability of Real-time fault model 

estimation routines in the GEONET real-time processing system（GEONET リアルタイ

ム解析システムのリアルタイム断層モデル推定ルーチンの開発と評価），International 

Association of Geodesy Symposia 2015（ IAG シンポジウム 2015），Springer, 

doi:10.1007/1345_2015_49. 

・Kawamoto, T., et al.（2016）:First result from the GEONET real-time analysis 

system （REGARD）: the case of the 2016 Kumamoto Earthquakes, Earth, Planets and 

Space, 68: 190, doi:10.1186/s40623-016-0564-4. 

・Kawamoto, T., et al.（2017）：REGARD: A new GNSS-based real-time finite fault 

modeling system for GEONET, J. Geophys. Res. Solid Earth, 122, 

doi:10.1002/2016JB013485. 

・Kawamoto, T., et al.（2018）：Real-time GNSS analysis system REGARD: An overview 

and recent results, Journal of Disaster Research, Vol.13, No.3, pp.440-452. 

・Nakano, T., et al.（2014）:LANDFORM MONITORING IN ACTIVE VOLCANO BY UAV AND SFM-

MVS TECHNIQUE（UAV と SfM-MVS 技術を用いた火山の地形モニタリング），The 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences, Volume XL-8, 2014, pp. 71-75. 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・基本図情報部災害対策班（2015）：御嶽山噴火に対する空中写真の撮影と航空機SARによる

観測証，国土地理院時報，127，pp.3-6 
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・川元智司ほか（2016）：電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）プロトタイプの

開発，国土地理院時報，128，pp.55-66. 

・Kawamoto, T., et al.（2016）：Real-Time GNSS Positioning System REGARD for Rapid 

Earthquake Moment Estimates（地震規模即時推定のための GNSS リアルタイム解析シス
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・中埜貴元・大野裕幸（2018）：地震時地盤災害推計システム（SGDAS）の妥当性の検証，国土
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イム解析システム[REGARD]の構築）．International Symposium on Geodesy for 

Earthquake and Natural Hazards （GENAH 2014） 地震・自然災害のための測地学に関

する国際シンポジウム）. 

・Kawamoto, T., et al.（2014）：Development and Reliability of Real-Time Fault Model 
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【特許，実用新案等の出願，登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・小沢慎三郎・矢来博司（2015）：広域地殻変動データに基づくプレート境界の固着とすべり

のモニタリングシステムの開発（第1年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.102-

103. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2015）：測地データに基づく余効すべりと地震活動に関する研究（第

5年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.108-109. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2016）：広域地殻変動データに基づくプレート境界の固着状態及び

その変化の推定に関する研究（第2年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.114-11

5. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2016）：測地データに基づく余効すべりと地震活動に関する研究（第

6年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.120-121. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2017）：広域地殻変動データに基づくプレート境界の固着とすべり

のモニタリングシステムの開発（第3年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.104-

105. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2017）：測地データに基づく余効すべりと地震活動に関する研究（第

7年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.112-113. 

・国土地理院（2019）：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明（6001），「災害の軽減に貢

献するための地震火山観測研究計画」平成30年度年次報告（機関別）. 

・国土地理院（2019）：火山地域のマグマ供給系のモデリング（6002），「災害の軽減に貢献

するための地震火山観測研究計画」平成30年度年次報告（機関別）. 

・小林知勝・佐藤雄大（2018）：地形・地下構造を考慮した地殻変動の分析に関する研究（第

2年次），国土地理院平成 29 年度調査研究年報，pp.108-111. 

・小林知勝・矢来博司（2019）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第9年次）, 国土地理院平成30年度調査研究年報，

pp.120-123. 

・水藤尚ほか（2019）：ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第4年次）, 国土地理

院平成30年度調査研究年報，pp.128-129. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2018）：地殻変動データに基づく力源モデルによる火山活動の監

視手法の開発に関する研究（第8年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.112-

115. 
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・国土地理院（2018）：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明（6001），「災害の軽減に貢

献するための地震火山観測研究計画」平成29年度年次報告（機関別）. 

・国土地理院（2018）：火山地域のマグマ供給系のモデリング（6002），「災害の軽減に貢献

するための地震火山観測研究計画」平成29年度年次報告（機関別）. 

・小林知勝・矢来博司（2018）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第8年次）, 国土地理院平成29年度調査研究年報，

pp.116-119. 

・水藤尚ほか（2018）：ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第3年次），国土地理院

平成29年度調査研究年報，pp.122-123. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2018）：地殻変動データに基づく力源モデルによる火山活動の監

視手法の開発に関する研究（第7年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.114-

115. 

・国土地理院（2017）：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明（6001），「災害の軽減に貢

献するための地震火山観測研究計画」平成29年度年次報告（機関別）. 

・国土地理院（2017）：火山地域のマグマ供給系のモデリング（6002），「災害の軽減に貢献

するための地震火山観測研究計画」平成29年度年次報告（機関別）. 

・小林知勝（2017）：地形・地下構造を考慮した地殻変動の分析に関する研究（第 1 年次），

国土地理院平成 28年度調査研究年報，pp.110-111. 

・小林知勝・矢来博司（2017）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第7年次）, 国土地理院平成28年度調査研究年報，

pp.116-119. 

・水藤尚ほか（2017）：ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第2年次）, 国土地理

院平成28年度調査研究年報，pp.126-127. 

・国土地理院（2016）：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明（6001），「災害の軽減に貢

献するための地震火山観測研究計画」平成27年度年次報告（機関別）. 

・国土地理院（2016）：火山地域のマグマ供給系のモデリング（6002），「災害の軽減に貢献

するための地震火山観測研究計画」平成27年度年次報告（機関別）. 

・小林知勝・矢来博司（2016）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第6年次）, 国土地理院平成27年度調査研究年報，

pp.124-127. 

・水藤尚ほか（2016）：ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第1年次）, 国土地理

院平成27年度調査研究年報，pp.132-133. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2016）：地殻変動データに基づく力源モデルによる火山活動の監

視手法の開発に関する研究（第5年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.122-

123. 

・国土地理院（2015）：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明（6001），「災害の軽減に貢
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献するための地震火山観測研究計画」平成26年度年次報告（機関別）. 

・国土地理院（2015）：火山地域のマグマ供給系のモデリング（6002），「災害の軽減に貢献

するための地震火山観測研究計画」平成26年度年次報告（機関別）. 

・小林知勝・矢来博司（2015）：SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基

づく力学的モデリングに関する研究（第5年次）, 国土地理院平成26年度調査研究年報，

pp.112-115. 

・水藤尚ほか（2015）：ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第5年次），国土地理院

平成26年度調査研究年報，pp.98-101. 

・飛田幹男ほか（2015）：フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進にかかる地

殻変動観測研究（第5年次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.92-95. 

・小沢慎三郎・矢来博司（2015）：地殻変動データに基づく力源モデルによる火山活動の監

視手法の開発に関する研究（第 4年次），国土地理院平成 26年度調査研究年報，pp.110-

111. 

・水藤尚（2015）：余効変動の発生メカニズムに関する研究（第３年次），国土地理院平成26

年度調査研究年報，pp.116-117. 

・水藤尚（2016）：余効変動の発生メカニズムに関する研究（第４年次），国土地理院平成27

年度調査研究年報，pp.134-135. 

・水藤尚（2017）：余効変動の発生メカニズムに関する研究（第５年次），国土地理院平成28

年度調査研究年報，pp.122-125. 

・水藤尚（2018）：日本列島下の粘性構造の推定に関する研究（第１年次），国土地理院平成

29年度調査研究年報，pp.132-133. 

・水藤尚（2019）：日本列島下の粘性構造の推定に関する研究（第２年次），国土地理院平成

30年度調査研究年報，pp.134-135. 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・Ozawa, S., et al.（2016）: A possible restart of an interplate slow slip adjacent 

to the Tokai seismic gap in Japan（東海スロースリップの可能性）, Earth Planets 

and Space, 68:54. 

・Kobayashi, T., et al.（2019）：Geodetically estimated location and geometry of 

fault plane involved in the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake（測地学的に

推定される 2018 年北海道胆振東部地震の断層面の位置と形状）, Earth Planets 

Space, 71:62, doi:10.1186/s40623-019-1042-6. 

・Kobayashi, T., et al.（2018）：Crustal deformation and fault models of the 2016 

Kumamoto earthquake sequence: Foreshocks and main shock（熊本地震の地殻変動と

震源断層モデル：前震と本震）, In: Freymueller J., Sánchez L. （eds） 

International Symposium on Advancing Geodesy in a Changing 
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ruptures of the 2016 Kumamoto Earthquake revealed by SAR and GNSS data（SAR およ

び GNSS データで捉えた 2016 年熊本地震の地表変位と断層破壊の詳細），11th Joint 

Meeting U.S.-Japan Natural Resources Panel on Earthquake Research （第 11回天然

資源の開発利用に関する日米会議 地震調査専門部会）. 

・矢来博司ほか（2016）：2016 年熊本地震の余効変動, 日本測地学会第 126 回講演会. 

・森下遊（2016）：2016 年熊本地震 SAR 干渉画像に見られる複雑な位相変化のアンラッピ

ング，日本測地学会第 126 回講演会. 

・小林知勝（2016）：干渉 SAR を用いた地殻変動観測における大気遅延誤差の低減処理の重



114 
 

要性について～2015 年桜島マグマ貫入イベントの解析を例に～, 日本火山学会 2016 年

度秋季大会. 

・小林知勝（2016）：SAR 解析で捉えた 2016 年熊本地震の前震の断層滑りの特徴，日本地

震学会 2016 年度秋季大会. 

・小林知勝（2016）：SAR ピクセルオフセット解析で見る 2016 年熊本地震に伴う大規模変

位，日本地震学会 2016 年度秋季大会. 

・矢来博司ほか（2016）：ALOS-2 の SAR データで捉えられた 2016 年熊本地震の地殻変動，

日本地震学会 2016 年度秋季大会. 

・矢来博司ほか（2016）：2016 年熊本地震の余効変動，日本地震学会 2016 年度秋季大会 

・Kobayashi, T.（2016）：Effect of atmosphereic-related noise reduction using 

numerical weather model - Application to teh 2015 Sakurajima dike intrusion event 

- , CEOS SAR CALVAL Workshop 2016（CEOS SAR 校正検証ワークショップ 2016）. 

・矢来博司ほか（2016）：SAR 解析グループ，電子基準点グループ，平成 28 年（2016 年）

熊本地震に伴う地殻変動，国際地質科学連合（IUGS）環境管理研究委員会・NPO 日本地質

汚染審査機構シンポジウム. 

・小林知勝ほか（2017）：ALOS-2 干渉 SAR データから得られた 2015 年ネパール（Gorkha）

地震の地殻変動と震源断層モデル，日本地球惑星科学連合 2017 年大会【招待講演】. 

・小林知勝（2017）：数値気象モデルによる大気遅延誤差の低減処理の効果 -2015 年桜島

火山活動の InSAR 解析を例に-，日本地球惑星科学連合 2017 年大会. 

・矢来博司ほか（2017）：ＳＡＲ解析グループ，電子基準点グループ，2016 年熊本地震およ

び関連する地殻変動，日本地球惑星科学連合 2017 年大会. 

・矢来博司ほか（2017）：2014 年長野県北部の地震に伴う地殻変動と断層モデル，

日本地球惑星科学連合 2017 年大会【招待講演】. 

・森下遊ほか（2017）：4 方向からの ALOS-2 干渉 SAR による 3 次元変動場の推定～2015 年

桜島火山活動の事例～，日本地球惑星科学連合 2017 年大会. 

・藤原智ほか（2016）：SAR 干渉画像による平成 28年熊本地震で生じた小地表断層群の抽出，

日本地球惑星科学連合 2016 年大会. 

・矢来博司ほか（2016）：平成 28 年（2016 年）熊本地震に伴う地殻変動，国際地質科学連

合（IUGS）環境管理研究委員会・NPO 日本地質汚染審査機構シンポジウム. 

・小林知勝ほか（2016）：ALOS-2 干渉 SAR データから得られた 2015 年ネパール（Gorkha）

地震の地殻変動と震源断層モデル，日本地球惑星科学連合 2016 年大会. 

・矢来博司ほか（2016）：2016 年熊本地震および関連する地殻変動，日本地球惑星科学連合

2016 年大会. 

・森下遊ほか（2016）：4 方向からの ALOS-2 干渉 SAR による 3 次元変動場の推定～2015 年

桜島火山活動の事例～，日本地球惑星科学連合 2016 年大会. 

・Morishita, Y., et al.（2015）: Measuring crustal deformation caused by Nepal 
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（Gorkha） earthquake using ALOS-2 SAR interferometry （ALOS-2 干渉 SAR によるネ

パール（Gorkha）地震に伴う地殻変動の計測），American Geophysical Union 2015 Fall 

Meeting（米国地球物理学連合 2015 年秋季大会）. 

・森下遊，小林知勝，矢来博司（2015）：2015 年ネパール地震と干渉 SAR，京都大学防災研

究所一般研究集会・小林知勝，森下遊，矢来博司（2015）： ALOS-2 干渉 SAR データから

得られたネパール（Gorkha）地震の震源断層モデル，日本地震学会 2015 年度秋季大会. 

・森下遊ほか（2015）： ALOS-2 干渉 SAR によるネパール（Gorkha）地震に伴う地殻変動

の計測，日本地震学会 2015 年度秋季大会. 

・森下遊ほか（2015）： ALOS-2干渉SARによるネパール（Gorkha）地震に伴う地殻変動の計測，

日本測地学会第124回講演会. 

・小林知勝ほか（2015）：MAI 法による衛星進行方向の地表変位検出と面的３次元変動場の

獲得 －2014 年長野県北部の地震について－，日本測地学会第 124 回講演会. 

・森下遊ほか（2015）：ALOS-2データによって検出されたネパールの地震に伴う地殻変動と震

源断層モデル，日本地球惑星科学連合2015年大会. 

・矢来博司ほか（2015）：ALOS-2のSAR干渉解析で捉えられた長野県北部の地震の地殻変動，

日本地球惑星科学連合2015年大会. 

・Yarai, H., et al.（2015）: Crustal deformation derived from the Northern Nagano 

prefecture earthquake detected by InSAR analysis using ALOS-2 data（ALOS-2のSAR干

渉解析で捉えられた長野県北部の地震の地殻変動）, Hokudan 2015 International 

Symposium on Active Faulting（北淡国際活断層シンポジウム2015）. 

・飛田幹男（2014）：余効変動の予測能力，第 204 回地震予知連絡会重点検討課題「地震・

地殻変動予測量能力の現状評価」. 

・Suito, H.（2014）：3-D viscoelastic FEM modeling of postseismic deformation caused 

by the 2011 Tohoku earthquake（3次元有限要素法による 2011 年東北地方太平洋沖地震

の余効変動モデリング），The 10th Joint Meeting of the UJNR Panel on Earthquake 

Research（天然資源の開発利用に関する日米会議地震調査専門部会）. 

・水藤尚（2014）：2011 年東北地方太平洋沖地震の粘弾性緩和による変動の見積もり，日本

測地学会第 122 回講演会. 

・飛田幹男ほか（2014）：東北沖地震余効変動時系列の分析による余効滑りと粘弾性緩和の

分離の試み，日本測地学会第 122 回講演会. 

・水藤尚ほか（2014）：新潟－神戸ひずみ集中帯新潟県中部の詳細地殻変動分布とその成因

に関する考察，2014 年度日本地震学会秋季大会. 

・飛田幹男ほか（2014）：東北沖地震余効変動時系列の分析による余効滑りと粘弾性緩和の

分離の試み，2014 年度日本地震学会秋季大会. 

・水藤尚（2015）：2011 年東北地方太平洋沖地震の粘弾性緩和による変動の特徴，日本地球

惑星科学連合 2015 年大会. 
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・飛田幹男（2015）：東北地方太平洋沖地震の余効変動の予測実験，第 208 回地震予知連絡

会重点検討課題「予測実験の試行について」. 

・水藤尚（2015）：2004 年紀伊半島南東沖の地震の余効変動シミュレーション，2015 年度日

本地震学会秋季大会. 

・飛田幹男（2015）：対数・指数関数混合モデルによる東北沖地震余効変動の予測実験，2015

年度日本地震学会秋季大会. 

・矢来博司（2015）：2014 年長野県北部の地震後の余効変動，2015 年度日本地震学会秋季大

会. 

・飛田幹男（2015）：対数・指数関数混合モデルによる東北沖地震余効変動の予測実験，日

本測地学会第 124 回講演会. 

・水藤尚（2015）：東北地方太平洋沖地震前後の全国の地殻変動の変化，第 209 回地震予知

連絡会重点検討課題「東北地方太平洋沖地震がもたらす広域地殻活動」. 

・飛田幹男（2016）：東北地方太平洋沖地震の余効変動の予測実験，第 210 回地震予知連絡

会重点検討課題「予測実験の試行について 02」. 

・水藤尚（2016）：東北地方太平洋沖地震後の日本列島の地殻変動の変化とその解釈，日本

地球惑星科学連合 2016 年大会. 

・飛田幹男（2016）：東北沖地震の余効変動と余震の時定数の関係，日本地球惑星科学連合

2016 年大会. 

・水藤尚（2016）：東北地方太平洋沖地震の粘性緩和による変動と粘性構造の不均質の重要

性，第 212 回地震予知連絡会重点検討課題「余効変動と粘弾性」. 

・水藤尚（2016）：2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動モデル，2016 年度日本地震学会

秋季大会. 

・矢来博司ほか（2016）2016 年熊本地震の余効変動，2016 年度日本地震学会秋季大会. 

・水藤尚（2016）：東北地方太平洋沖地震後の日本列島の地殻変動の特徴とその変化，日本

測地学会第 126 回講演会. 

・矢来博司ほか（2016）2016 年熊本地震の余効変動，日本測地学会第 126 回講演会. 

・藤原智・飛田幹男（2017）：東北地方太平洋沖地震の余効変動の予測実験，第 214 回地震

予知連絡会重点検討課題「予測実験の試行 03」. 

・Suito, H.（2017）：Simulation of postseismic deformation caused by the 2011 Tohoku-

Oki earthquake（2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動シミュレーション），IAG-

IASPEI2017（国際測地学協会および国際地震学・地球内部物理学協会 2017 年大会）. 

・藤原智・飛田幹男（2017）：東北地方太平洋沖地震の余効変動の予測実験，2017 年度日本

地震学会秋季大会. 

・水藤尚（2017）：2016 年熊本地震の余効変動モデル，2017 年度日本地震学会秋季大会. 

・藤原智・飛田幹男（2017）：東北地方太平洋沖地震の余効変動の予測実験，日本測地学会第

128回講演会. 
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・水藤尚（2017）：2016年熊本地震の粘性緩和による変動，日本測地学会第128回講演会. 

・小林知勝（2018）：2016年熊本地震の余効変動～SARが捉えた広域・局所変動の詳細～，第

218回地震予知連絡会重点検討課題「熊本地震で見えてきた課題」. 

・小林知勝・水藤尚（2018）：SAR観測で捉えた熊本地震の余効変動について，日本地球惑星科

学連合2018年大会. 

・水藤尚（2018）：2011年東北地方太平洋沖地震の粘性緩和による変動と粘弾性不均質構造の

検討，2018年度日本地震学会秋季大会. 

・水藤尚（2018）：2011年茨城県沖の地震の粘性緩和による変動，日本測地学会第130回講演

会. 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．４ 地球と国土を科学的に把握するための研究 

（２）地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化のための研究 
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【論文賞，奨励賞等】 

・松尾功二（2017）：新しい標高体系の構築に向けた精密重力ジオイドの開発，平成29年度

国土交通省国土技術研究会イノベーション部門Ⅱ優秀賞，平成29年 11月 13日． 

 

【特許，実用新案等の出願，登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・宗包浩志（2015）：将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第３年次），国土地理院平

成26年度調査研究年報，pp.134-137. 

・松尾功二・宗包浩志（2015）：日本のジオイド決定の高度化に関する研究（第１年次），国

土地理院平成26年度調査研究年報，pp.154-157. 

・宮崎隆幸（2016）：将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第４年次），国土地理院平

成27年度調査研究年報，pp.150-153. 

・松尾功二・宮崎隆幸（2016）：日本のジオイド決定の高度化に関する研究（第２年次），国

土地理院平成27年度調査研究年報，pp.170-173. 

・宮崎隆幸・松尾功二（2017）：将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第５年次），国

土地理院平成28年度調査研究年報，pp.148-151. 

・松尾功二・宮崎隆幸（2017）：精密重力ジオイドに基づく高さ基準系の構築に関する研究（第

１年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.144-147.  

・松尾功二（2017）：衛星高度計を用いた海面形状の高精度決定に関する研究（第１年次）, 

国土地理院平成28年度調査研究年報， pp.168-171. 

・宮崎隆幸・松尾功二（2017）：ジオイドと重力場の時間変動抽出と機構解明（第１年次），

国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.164-167.  

・宮崎隆幸・松尾功二（2018）：将来の測地基準系の保持手法に関する研究（第６年次），国

土地理院平成29年度調査研究年報，pp.152-155.  

・松尾功二・宮崎隆幸（2018）：精密重力ジオイドに基づく高さ基準系の構築に関する研究（第

２年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.144-147.  

・松尾功二（2018）：衛星高度計を用いた海面形状の高精度決定に関する研究（第２年次）, 

国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.160-163. 

・松尾功二・宮崎隆幸（2018）：ジオイドと重力場の時間変動抽出と機構解明（第２年次），

国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.156-159.  

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・Suzuki, K.(JAMSTEC), et al.（2015）: Estimation of Continental-Basin-Scale 

Sublimation in the Lena River Basin, Siberia（シベリア・レナ川流域における大陸
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規模の積雪昇華量の推定）, Advances in Meteorology（気象学の進展）, Volume 2015,  

Article ID 286206, 14 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/286206. 

・Suzuki, K.(JAMSTEC), et al.（2016）: Satellite gravimetry-based analysis of 

terrestrial water storage and its relationship with run-off from the Lena River 

in eastern Siberia（衛星重力計測に基づく東シベリアにおける土壌水分量の解析とレ

ナ川からの河川水流出との関係）, International Journal of Remote Sensing（国際リ

モートセンシング誌）, 37:10, 2026-2038, DOI:10.1080/01431161.2016.1165890. 

・Otsubo, T.(一橋大学), et al.（2016）：Effective expansion of satellite laser ranging 

network to improve global geodetic parameters（全球測地パラメータの向上のための

効果的な衛星レーザ測距観測網の展開）, Earth, Planet, and Space（地球，惑星，宇

宙）, 68:65, DOI: 10.1186/s40623-016-0447-8. 

・宮原伐折羅ほか（2016）：光格子時計の測地学への活用における展望，雑誌光学，45, 7, 

pp.264-267. 

・Suzuki, K. (JAMSTEC), et al.（2018）: Hydrological Variability and Changes in the 

Arctic Circumpolar Tundra and the Three Largest Pan-Arctic River Basins from 

2002 to 2016（北極圏ツンドラと３大環北極流域の 2002-2016 年における陸水貯留量の

変 化 ） , Semote Sensing （ リ モ ー ト セ ン シ ン グ ） , 10 （ 3 ） , 402; 

https://doi.org/10.3390/rs10030402. 

・宮崎隆幸（2018）：MCMC 法による地震後変動モデルの推定手法の開発，測地学会誌, 63， 

3，pp.171-185. 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・松尾功二ほか（2015）：重力衛星が捉えるグリーンランド氷床の縮退，月刊地球，37, 2, 

pp.25-31. 

・Matsuo, K., et al.（2016）：Development of a new gravitational geoid model for 

Japan（日本の新たな重力ジオイド・モデルの開発）, Proceedings of FIG 2016 meeting

（世界測量者連盟 2016 年会合論文集）. 

・松尾功二（2017）：新しい標高体系の構築に向けた精密重力ジオイドの開発，平成 29年度

国土交通省国土技術研究会論文集，pp.277-282. 

 

【口頭発表】 

・松尾功二ほか（2015）：2012-2014年における地球重心と回転極の移動傾向の急転, 日本地

球惑星科学連合2015年大会. 

・松尾功二ほか（2015）：アウターライズ地震後に発生する重力の急上昇：melt-rich channel

による粘弾性応答の可能性, 日本地球惑星科学連合2015年大会. 

・松尾功二ほか（2015）: 日本列島の重力変化と上下変位, 日本地球惑星科学連合2015年大会. 
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・宮崎隆幸ほか（2015）：日本重力基準網2013（JGSN2013）に準拠した日本国内の重力データ

の作成，日本地球惑星科学連合2015年大会. 

・Matsuo, K., et al.（2015）：Abrupt changes in drift trend of the earth’s geocenter 

and rotational pole in 2012-2014（2012-2014年に見られる地球重心と回転極の移動傾向

の急変）, IUGG 2015 meeting（国際測地地球物理連合2015年総会）. 

・松尾功二ほか（2015）：日本の精密重力ジオイド・モデルの開発（その１），日本測地学会

2015年大会. 

・松尾功二ほか（2015）: 地球重心の年々変動とエルニーニョ・南方振動, 日本測地学会2015

年大会. 

・宮崎隆幸ほか（2015）：日本重力基準網 2013（JGSN2013）に準拠した日本国内の重力デー

タの作成，日本測地学会 2015 年大会. 

・Matsuo, K., et al.（2016）: Development of a new gravitational geoid model for 

Japan（日本の新たな重力ジオイド・モデルの開発）, FIG 2016 meeting（世界測量者連

盟 2016 年大会）. 

・宮崎隆幸（2016）：過去の稠密重力データの日本重力基準網 2013 への整合手法の検討，日

本地球惑星科学連合 2016 年大会. 

・松尾功二・日置幸介(北海道大学)（2016）：衛星重力計測によるアジア高山域の氷河質量

収支の再推定，日本地球惑星科学 2016 年大会. 

・松尾功二ほか（2016）：日本の精密重力ジオイド・モデルの開発（その２），日本測地学会

2016年大会. 

・宮崎隆幸（2017）：過去の稠密重力データの日本重力基準網 2016 への整合手法の高度化，

日本地球惑星科学連合 2017 年大会. 

・松尾功二・大坪俊通(一橋大学)（2017）:宇宙測地データ統合解析ソフトウェア c5++を用

いた月毎の SLR 重力解，日本地球惑星科学連合 2017 年大会. 

・Miyazaki, T.（2017）：Estimation of PostSeismic Deformation Model Using Monte Carlo 

Method（モンテカルロ法を用いた地震後地殻変動モデルの推定）, IAG-IASPEI 2017 meeting

（国際測地学連盟及び国際地震学連盟2017年会合）. 

・Matsuo, K., et al.（2017）: An improved gravimetric geoid model for Japan based on 

the Stokes-Helmert scheme with a deterministically modified Stokes’ kernel（スト

ークス・ヘルマート法と決定論的修正ストークス積分核に基づいた日本列島の改良重力ジオ

イド・モデル）, IAG-IASPEI 2017 meeting（国際測地学連盟及び国際地震学連盟2017年会

合）. 

・宮崎隆幸（2017）：GEONET観測点における地震後変動モデルの推定手法の開発，日本測地学

会2017年大会. 

・松尾功二ほか（2017）：日本の精密重力ジオイド・モデルの開発（その３），日本測地学会

2017年大会. 
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・Matsuo, K., et al.（2017）: An improved gravimetric geoid model for Japan based on 

the Stokes-Helmert scheme with a deterministically modified Stokes’ kernel（スト

ークス・ヘルマート法と決定論的修正ストークス積分核に基づいた日本列島の改良重力ジオ

イド・モデル）, AGU fall meeting 2017 （米国地球物理学連合2017年秋季大会）. 

・宮崎隆幸（2018）：過去の稠密重力データの日本重力基準網 2016 への整合手法の高度化，

日本地球惑星科学連合 2018 年大会. 

・Matsuo, K., et al.（2018）: The current status and future plans of height reference 

system in Japan（日本の標高体系の現状と将来計画）, GGHS 2018 meeting （重力・ジオ

イド・標高に関する国際シンポジウム2018年大会）. 

・Matsuo, K. and Forsberg, R.（2018）: Interannual crustal load deformations induced 

by non-tidal oceanic mass variations around Japan（日本周辺の非潮汐起源の海洋質

量変動による年々周期の地殻荷重変位）, AGU 2018 meeting （米国地球物理連合 2018年

大会）. 
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（８）論文等成果リスト 
 

３．２．４ 地球と国土を科学的に把握するための研究 

（３）地球と国土の環境を科学的に把握するための研究 
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【論文賞，奨励賞等】 

・中埜貴元（2015）：2014年長野県北部の地震に伴う地表地震断層周辺の浅部地下構造と地殻

変動，日本活断層学会若手優秀講演賞，平成27年11月28日. 

・中埜貴元ほか（2016）：SAR干渉解析による平成28年（2016年）熊本地震に伴う熊本市内の

地表変位と地下構造との関係，日本活断層学会若手優秀講演賞，平成28年10月30日. 

・Iwahashi, J., et al.（2018）：Global terrain classification using 280 m DEMs: 

segmentation, clustering, and reclassification（280mDEM を用いたグローバルな地形

分類：領域分割，クラスタリング，再分類）, Progress in Earth and Planetary Science, 

The Most Downloaded Paper Award 2019, 令和元年 5月 27日. 

 

【特許，実用新案等の出願，登録】 

 なし 

 

【研究報告書での掲載】 

・岩橋純子（2019）：中～高解像度DEMを用いたグローバルな防災に資する全球の自動地形分

類の作成（第3年次），国土地理院平成29年度調査研究年報，pp.200-203. 

・岩橋純子（2018）：中～高解像度DEMを用いたグローバルな防災に資する全球の自動地形分

類の作成（第2年次），国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.204-206. 

・岩橋純子・神谷泉（2017）：中～高解像度DEMを用いたグローバルな防災に資する全球の自

動地形分類の作成（第1年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.210-213. 

・岩橋純子ほか（2017）：地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第3年次），国土地

理院平成28年度調査研究年報，pp.182-184. 

・岩橋純子・神谷泉（2016）：地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第2年次），国

土地理院平成27年度調査研究年報，pp.188-190. 

・中埜貴元ほか（2019）：地形・環境解析による地域特性の把握・解明に関する研究（第5年

次），国土地理院平成30年度調査研究年報，pp.192-195. 

・中埜貴元（2017）：地形・環境解析による地域特性の把握・解明に関する研究（第3年次），

国土地理院平成28年度調査研究年報，pp.190-193. 

・中埜貴元（2017）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第3年次），国土地理

院平成28年度調査研究年報，pp.186-189. 

・中埜貴元・岩橋純子（2016）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第2年次），

国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.192-195. 

・岩橋純子ほか（2015）：地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第１年次），国

土地理院平成26年度調査研究年報，pp.192-195. 

・中埜貴元・岩橋純子（2016）：地形・環境解析による地域特性の把握・解明に関する研究（第

2年次），国土地理院平成27年度調査研究年報，pp.196-199. 
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・中埜貴元ほか（2015）：地形・環境解析による地域特性の把握・解明に関する研究（第１年

次），国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.196-199. 

・田中宏明（2016）：地球地図第１版・第２版のデータの利活用に関する研究（第2年次），国

土地理院平成27年度調査研究年報，pp.186-187. 

・乙井康成（2015）：地球地図第１版・第２版のデータの利活用に関する研究（第１年次），

国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.186-187. 

・岩橋純子（2015）：海陸一体の地形分類に基づく大規模地すべり地形の抽出 ～南海トラフ

を含む西南日本外帯を対象として～，国土地理院平成26年度調査研究年報，pp.212-215. 

 

【審査付き論文誌での掲載】 

・Iwahashi, J., et al.（2018）：Global terrain classification using 280 m DEMs: 

segmentation, clustering, and reclassification（280mDEM を用いたグローバルな地形

分類：領域分割，クラスタリング，再分類）, Progress in Earth and Planetary Science, 

5（1）, https://doi.org/10.1186/s40645-017-0157-2 （日本地球惑星科学連合大会 2016

年大会セッションコンビーナ推薦論文）. 

・中埜貴元・宇根寛（2015）：2014 年長野県北部の地震で出現した地表地震断層における地

中レーダ浅部地下構造調査，活断層研究，43，pp.133-148. 

・Nakano, T., et al.（2014）: Spatial Distribution Characteristic of Archaeological 

Ruins with Land Liquefaction Vestiges Analyzed by GIS - A Case in Niigata 

Prefecture, Japan-（新潟県における液状化履歴と古代遺跡の分布特性の GIS 解析）, 

Proceedings of 2014 IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied 

Informatics, pp.771-775. 

 

【審査無し論文誌での掲載】 

・岩橋純子・松本良浩(海上保安庁)（2017）：海陸一体のデジタル地形データ作成に関するケ

ース・スタディ．国土地理院時報，129，pp.73-84. 

・岩橋純子（2017）：海陸一体のデジタル地形データの作成，水路新技術講演集，30，pp.3. 

・吉田一希ほか（2016）：熊本地震に伴い生じた地表の亀裂分布図の作成，国土地理院時報，

128，pp.201-206. 

・岩橋純子（2016）：DEM（数値標高モデル）を利用した地形分類 ～似た形の斜面を色分けす

る～，測量，2016年9月号，pp.22-23. 

・地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室（2016）：平成27年9月関東・東北豪雨災害

に対する地理地殻活動研究センターの対応，国土地理院時報，128，pp.45-49. 

・Iwahashi, J., et al.（2015）： Digital terrain analysis of sea-land combined data 

on the Outer Zone of Southwest Japan including the Nankai Trough（南海トラフを

含む西南日本外帯の海陸一体データを用いた数値地形解析），京都大学防災研究所年報, 
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58（B）, pp.102-115. 

・中埜貴元ほか（2014）：平成 25 年（2013 年）台風第 26号に伴い伊豆大島で発生した大規

模土砂災害に関連した地形解析，国土地理院時報，125，pp.17-22. 

 

【口頭発表】 

・Iwahashi, J., et al.（2019）: Development of an online learning environment for 

geography and geology using Minecraft （マインクラフトを用いた地理・地学学習のオン

ライン環境の開発），ICC 2019 TOKYO（第29回国際地図学会議）. 

・Iwahashi, J., et al.（2018）：Development of terrain classifications as a proxy to 

estimate VS30（VS30を推測するプロキシとしての地形分類手法開発），AGU Fall Meeting 

2018（米国地球物理学会2018年秋季大会）. 

・岩橋純子ほか（2018）：沖積平野の浸水脆弱性・地盤脆弱性を反映したDEM地形分類の可能

性について，日本地形学連合秋季大会. 

・Iwahashi, J., et al.（2018）：Classification of topography in artificially modified 

alluvial plains using DEMs（人工改変された沖積平野のDEMを用いた地形分類）， 

Geomorphometry2018（5th International Conference of the International Society of 

Geomorphometry；第5回国際数値地形解析学会）. 

・岩橋純子・中埜貴元（2018）：濃尾平野の基盤地図情報を用いた数値地形解析，日本地球惑

星連合2018年大会． 

・Iwahashi, J., et al.（2017）：Global terrain classification using Multiple-Error-

Removed Improved-Terrain （MERIT） to address susceptibility of landslides and other 

geohazards（MERITを用いた地すべりその他の地質災害感受性を推定するためのグローバル

な地形分類），AGU Fall Meeting 2017（米国地球物理学会2017年秋季大会）. 

・Nishizawa, Y.（東京工業大学）, et al.（2017）：Geomorphologic Classification of 

Colombia by Machine Learning with Digital Elevation Model，International Symposium 

on Remote Sensing 2017（国際リモートセンシング学会2017年大会）. 

・Iwahashi, J., et al.（2016）：A framework for global terrain classification using 

250-m DEMs to predict geohazards（地質災害予測のための250mDEMを用いたグローバルな

地形分類の概要について），AGU Fall Meeting 2016（米国地球物理学会2016年秋季大会）. 

・小荒井衛（茨城大学）ほか（2016）：鬼怒川水害の地理空間情報解析，CSIS DAYS 2016. 

・中埜貴元ほか（2016）：SAR干渉解析による平成28年（2016年）熊本地震に伴う熊本市内の地

表変位と地下構造との関係，日本活断層学会2016年度秋季学術大会. 

・宇根寛ほか（2016）：平成28 年熊本地震に伴い阿蘇外輪山北西部に現れた多数の地表変位

について，日本活断層学会2016年度秋季学術大会. 

・西澤勇祐（東京工業大学）ほか（2016）：数値標高モデルを用いた機械学習によるコロンビ

アの地形分類手法の検討，地域安全学会秋季研究発表会. 
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・岩橋純子・神谷泉（2016）：250mDEM を用いたアジア太平洋地域の地形分類ポリゴンの作

成，日本地球惑星連合 2016 年大会（招待講演）. 

・岩橋純子（2016）：海陸一体のデジタル地形データの作成，水路新技術講演会（招待講演）. 

・中埜貴元ほか（2016）：平成27年9月関東・東北豪雨における鬼怒川周辺の浸水範囲と地形

との関係－下妻市前河原地区周辺の事例，日本地理学会2016年春季学術大会. 

・中埜貴元ほか（2016）：GIS解析による新潟県内の地震跡遺跡の空間分布特性，日本文化財

科学会第33回大会. 

・中埜貴元ほか（2016）：空中写真判読による平成28年（2016年）熊本地震で発生した地表の

亀裂分布，日本地球惑星科学連合2016年大会. 

・中埜貴元・宇根寛（2015）：2014年長野県北部の地震に伴う地表地震断層周辺の浅部地下構

造と地殻変動，日本活断層学会2015年度秋季学術大会（若手優秀講演賞）. 

・中埜貴元（2015）：航空レーザDSMデータへの地形量解析の適用による地表粗度分類の検討，

日本写真測量学会平成27年度秋季学術講演会. 

・岩橋純子ほか（2015）：海陸一体のDEM作成とその周辺，日本地形学連合2015年秋季大会. 

・岩橋純子（2015）：旧版地形図の土地利用・地名と地すべり分布から観察した集落の変遷 －

高知県本川・大川地区を例として－，第54回日本地すべり学会研究発表会. 

・岩橋純子ほか（2015）：オブジェクトベース領域分割を用いた瀬戸内海を含む西南日本の地

形分類について，日本地球惑星科学連合2015年大会（招待講演）. 

・岩橋純子ほか（2015）：西南日本外帯を中心とした海陸一体の数値地形解析，日本地球惑星

科学連合2015年大会. 

・中埜貴元ほか（2015）：2014年長野県北部の地震に伴い出現した地表地震断層における地中

レーダ探査，日本地球惑星科学連合2015年大会. 

・小荒井衛（茨城大学）ほか（2015）：災害特性と景観特性から見た地域特性区分の統合，日

本地球惑星科学連合2015年大会. 

・黒木貴一(福岡教育大学)ほか（2015）：平成26年8月豪雨による広島被災地の地形・地質的

特徴，2015年日本地理学会春季学術大会. 

・岩橋純子ほか（2014）：海陸一体の地形分類とその周辺～西南日本外帯を対象として～，日

本地形学連合秋季大会. 

・小荒井衛・目代邦康（2014）：ジオパークの地図，日本地球惑星科学連合2014年大会. 

・小荒井衛（2014）：地理空間情報から地域の災害特性とそれに対応した被災情報収集を考え

る，日本地球惑星科学連合2014年大会. 

・Nakano, T.（2014）：Spatial Distribution Characteristic of Archaeological Ruins with 

Land Liquefaction Vestiges Analyzed by GIS（GIS解析による歴史時代の液状化痕跡の空

間分布特性－新潟県の事例－），2nd International Symposium on Applied Computing & 

Information Technology（第2回応用コンピューティングと情報科学の国際シンポジウム）. 

・芮京禄(千葉大学)ほか（2014）：国土のエリアマネジメントのための地域特性区分：関東甲
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信越地域を事例に，第23回地理情報システム学会研究発表大会 

 

 


