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１．基準点の役割と測量成果１．基準点の役割と測量成果

国土に位置の基準を与えるインフラ国土に位置の基準を与えるインフラ
測量標（電子基準点、三角点、水準点を表す標石及び金属標）測量標（電子基準点、三角点、水準点を表す標石及び金属標）

測量成果（測量標の座標値＝緯度、経度、高さ）

公共測量（国・地方公共団体）
公共基準点 ： 数100万点

基本測量（国土地理院）

１～４級基準点、街区基準点、地籍図根三角点等

基本基準点 ： 約13万点

VLBI、電子基準点、三角点、水準点等

一 位置は地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面
からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。

◇測量法第十一条（測量の基準）
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からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
二 距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場

合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りではない。



２２．電子基準点で観測された地殻変動．電子基準点で観測された地殻変動

＜水平変動＞ ＜上下変動＞

八戸
約50cm

牡鹿牡鹿
約5.3m

牡鹿
約1.2m
沈降

銚子銚子
約40cm



◇測量法第30条（測量成果の使用）

３３．．測量成果の停止測量成果の停止
２ 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をし

なければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で 適切でないこと。

国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の
事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなった場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

◇測量法第31条（測量成果の修正）

種 類 総点数 成果改定点数 平均点間距離

電子基準点
1,240 438(35%) 20 km

三角点 25 km (I)三角点

（一～四等） 109,074 43,857(40%)

25 km   (I)
8 km  (II)
4 km (III)

1.5 km (IV)( )

水準点
（基準・I・II） 18,239 1,379(8%)

150km(基準)
2 km  (I)   
2 km (II)    

合 計 128,553 45,674(36%)

測量の原点（日本経緯度原点・水準原点）も原点数値を改定する必要



成果公表停止範囲（電子基準点と三角点）成果公表停止範囲（電子基準点と三角点）

許容精度 2 の相対精度

断層モデルから計算された推定歪みで
を超 た地域

電子基準点438点/三角点約4.4万点停止

許容精度：2ppmの相対精度

2ppm(10kmで2cm）を超えた地域
電子基準点 点 角点約 万点停

三角点成果公表停止地域（赤＋黄色）
電子基準点成果公表停止地域（赤） 6



3/11からの経過日数（約１ヶ月間）

適切な改定時期の検討適切な改定時期の検討
地震後も変動が継続地震後も変動が継続

山田（950167）の推定余効変動

（期間：2011.3/11～4/17）

地震後も変動が継続地震後も変動が継続

0 35

5/1
6/1 10/1

4/1
5/1

0 0 0 5
(m)

3650

0.0 +0.5

73/11からの経過日数（１年間）
問題：１年後でも問題：１年後でも2ppm2ppmの歪量に収まる時期は？の歪量に収まる時期は？



許容精度：2ppmの相対精度

１年間の推定歪量（期間：１年間の推定歪量（期間：H23.5.21H23.5.21～～H24.5.21H24.5.21））

１年後でも最大で
2～3ppmの範囲内と推定

8成果改定時期を「5月末」に設定



許容精度：2ppmの相対精度

◇2ppmを超える歪の範囲を基本とする地域の成果公表を停止
◇１年後でも歪蓄積が最大でも2-3ppmに抑えられる成果改定時期（５月末）を決定

◇最小限の基準点を改測◇最小限の基準点を改測

◇１年後でも歪蓄積が最大でも2 3ppmに抑えられる成果改定時期（５月末）を決定

実行性：限定された期間内で最大限の効果を生む測量手法の組み合わせ
→変動域には経緯度原点・水準原点も含まれる

◇最小限の基準点を改測◇最小限の基準点を改測

→変動域には経緯度原点・水準原点も含まれる

投入可能な測量技術投入可能な測量技術

9



測地成果２０００ （元期 1997 1 1）

４．１４．１ 電子基準点と三角点の成果改定電子基準点と三角点の成果改定

成果非停止地域

測地成果２０００ （元期 1997.1.1）

成果停止地域

地震の影響の少ない北海道・西日本
地域は従来の成果を採用

「測地成果2000」

東日本は原点を含めて
最新の測量結果を利用して再構築

VLBI及びGNSS観測に基づく 「測地成果2000」
ITRF94 (元期 1997.1.1 UT0時）

VLBI及びGNSS観測に基づく
測地座標系の骨格を構築

ITRF2008（元期 2011.5.24 UT12時）

新しい電子基準点の成果 既存の電子基準点の成果

新しい電子基準点の成果に基づく
骨格・太平洋沿岸の三角点の改測

既存の三角点の成果

骨格 太平洋沿岸の 角点の改測

新しい電子基準点と三角点改測によ
る三角点の改算（補正パラメータ）
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る 角点の改算（補正 ラメ タ）
3km

測地成果２０１１（元期 2011.5.24   | 元期1997.1.1 ）



４．１．１．電子基準点の成果改定４．１．１．電子基準点の成果改定
（3月14日） 1都15県の電子基準点

364点の成果公表停止
(断層モデルから歪が2ppmを超える領域)

計算の結果、成果公表停止地域の西側境界で
精度が十分確保できないことが判明
(実測の結果から境界付近で歪が2ppmを超える)

電子基準点の成果改定を行う地域に
富山県 石川県 福井県 岐阜県

(実測の結果から境界付近で歪が2ppmを超える)

３月１４日
△停止富山県、石川県、福井県、岐阜県

を追加し、電子基準点の改定成果を計算
(境界領域で歪が2ppmを超えないよう調整計算)

停

（5月31日） 1都19県の電子基準点
438点の成果を公表
(元期：2011 5 24)

富山石川

福井
岐阜

５月３１日
△追加停止

(元期 2011.5.24)
４県の三角点の成果公表停止を追加

新旧成果の差
発災後２ヶ月半発災後２ヶ月半

被災地等 電子基準点を被災地等 電子基準点を
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新旧成果の差被災地等での電子基準点を被災地等での電子基準点を
利用した公共測量等が可能に利用した公共測量等が可能に
（三角点はまだ利用できない）（三角点はまだ利用できない）



４．１．２．三角点の成果改定４．１．２．三角点の成果改定（改測）（改測）

(5/31)1都19県の電子基準点
438点の測量成果を公表

成果公表停止地域の三角点の総数は成果公表停止地域の三角点の総数は約約44,00044,000点点

新しい電子基準点の成果に基づく

（全てを観測することは不可能）（全てを観測することは不可能）

高度地域基準点測量高度地域基準点測量
約約600600点点 宮古新しい電子基準点の成果に基づく

骨格・太平洋沿岸の三角点の改測

測量期間：７月～９月初旬

約約 点点 宮古
2.72m

測量の種類 特徴・目的 改測点数

高度 基高度 基
補正パラメータ作成を想定し、電 約600点

測量期間：７月～９月初旬

三角点改測三角点改測

牡鹿5.60m

高度地域基準点高度地域基準点
（東北～関東・甲信越）（東北～関東・甲信越）

補正パラメ タ作成を想定し、電
子基準点間を埋めるよう均等な
配置を考慮した骨格的な三角点

約600点
（1.3%）

三角点改測三角点改測

沿岸域の、顕著な地殻変動、津
波 地すべり 液状化被害等によ 約1300点

角点改測角点改測
13001300点点

いわき
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三角点改測三角点改測
（東北地方太平洋沿岸）（東北地方太平洋沿岸）

波、地すべり、液状化被害等によ
り、標石の現況に異常を来たして
いると考えられる三角点

約1300点
（3.0%）

いわき
2.30m



４．１．３．三角点の成果改定４．１．３．三角点の成果改定（（補正パラメータ補正パラメータ））

新しい電子基準点と三角点改測による
三角点（95.7%）の改算（補正パラメータ）

電子基準点など
グリッドの例

補正する三角点
宮古
2 72m補正する三角点 2.72m

補正された三角点

牡鹿5.60m改測した三角点

補正の例

地震前の座標 補正量 補正後の座標

X座標・Y座標の場合（Ⅹ系）

3km
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：パラメータのあるグリッド

：補間による補正量

：グリッド上の補正量

：電子基準点・三角点の変動量

＋ ＝

X=１２３４．００m X=－０．１０m X=１２３３．９０m

Y=７８９０．００m Y=＋０．５０m Y=７８９０．５０m
いわき2.30m



補正パラメータ補正パラメータ 新しい電子基準点と三角点改測による
三角点（95.7%）の改算（補正パラメータ）
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検証結果：補正パラメータを適用した三角点上で実際に観測した結果検証結果：補正パラメータを適用した三角点上で実際に観測した結果
座標値は９割以上の点で１０ｃｍ以内の差に収まった。座標値は９割以上の点で１０ｃｍ以内の差に収まった。



４．２．水準点の改定４．２．水準点の改定

水準点：約1500点 精密測地網高精度三次元精密測地網高精度三次元測量測量

判断基準：電子基準点で上下変動が数cmを超える地域

水準点：約1500点 精密測地網高精度三次元精密測地網高精度三次元測量測量
水準測量の実施

・一等水準点：約1900点
・一等水準路線：約3600km

・新しい水準原点の原点数値
多点固定による網平均計算・多点固定による網平均計算
成果改定しない水準路線と接続する
必要があるため

成果改定
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（10月31日公表）



水準点の標高変動量水準点の標高変動量

東北地方太平洋沖地震に伴う標高変動量
電子国土サイト

http://vldb gsi go jp/sokuchi/www kido/http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/www_kido/
index2.html
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４．３．日本経緯度原点・水準原点の原点数値改正４．３．日本経緯度原点・水準原点の原点数値改正
【日本経緯度原点】 我が国における地理学的経緯度を決めるための基準

【日本水準原点】 我が国における高さを決めるための基準

日本経緯度原点（東京都港区麻布台） 日本水準原点（東京都千代田区永田町）

●
●

17
地震に伴う地殻変動（水平） 地震に伴う地殻変動（上下）

10cm50cm



日本経緯度原点の原点数値決定の手順日本経緯度原点の原点数値決定の手順
GNSS測量期間：6月21日～6月25日

③つくばVLBI局の位置を基準

に、日本経緯度原点及び周
辺の電子基準点においてを

①国際観測*により、
つくばVLBI局の2011
年5月24日現在の位 辺の電子基準点においてを

実施。
年5月24日現在の位
置を測定

*この観測は、地理学的経緯度の測定

に関する国際的な決定のために行わ
れているものである。

日本経緯度原点における位置の測定

つくば超長基線電波干渉計
（VLBI）

日本経緯度原点 ②電子基準点
2011年5月24日成果値（5月31日公表）
（GNSS連続観測点）

地図上に
▲で示した点
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日本水準原点の原点数値決定の手順日本水準原点の原点数値決定の手順

油壺験潮場＜油壺験潮場＞
①1894年から常時潮位観測を実施

②日本水準原点と油壺験潮場との間

・海面の長期的な変動傾向は明瞭には見られない

※気象庁「気候変動監視レポート2010」においても同様の結論が得られている。

②日本水準原点と油壺験潮場との間
で水準測量を繰り返し実施している

③ 2002年に局舎屋上にＧＰＳ観測点

・油壺験潮場は約3mm/年の沈降傾向
・地震直前の験潮場固定点の標高：2.4173m

③ 2002年に局舎屋上にＧＰＳ観測点
を設置し、連続観測を開始 ・油壺験潮場では、東北地方太平洋沖地震に

よる有意な上下変動は認められず

日本水準原点 原点数値の決定方針
①平均海面には変動がないものとみなす。
②油壺験潮場の地震直前の標高値を元に 水準

油壺験潮場

②油壺験潮場の地震直前の標高値を元に、水準
測量により日本水準原点の原点数値を求める。

2011年1月の油壺標高（日本水準原点→油壺）

原点数値測定結果：

2011年1月の油壺標高（日本水準原点→油壺）
24.4140 ー 21.9967  ＝ 2.4173（m）

19

原点数値測定結果：
2.4173  ＋ 21.9731 ＝ 24.3904 ≒ 24.3900 (m)
2011年1月の

油壺標高
2011年7月の比高結果
油壺→日本水準原点

（端数処理）



新しい原点数値新しい原点数値
経緯度 数値 施 令第 条第（１）日本経緯度原点の原点数値の改正（施行令第２条第１項関係）

[1]経度
旧「東経139度44分28秒8759」旧「東経139度44分28秒8759」
新「東経139度44分28秒8869」（+0.011秒）

[2]緯度
北緯35度39分29秒1572（変更なし）北緯35度39分29秒1572（変更なし）

東に約27cm移動

（２）日本水準原点の原点数値の改正（第２条第２項関係）

旧「東京湾平均海面上24 4140メートル」旧「東京湾平均海面上24.4140メ トル」
新「東京湾平均海面上24.3900メートル」（－0.024メートル）

2 4cm沈降

平成２３年１０月１８日平成２３年１０月１８日閣議決定閣議決定
平成２３年１０月２１日公布平成２３年１０月２１日公布 即日施行即日施行

2.4cm沈降

平成２３年１０月２１日公布平成２３年１０月２１日公布・即日施行・即日施行

地震に伴って原点数値を修正するのは1923年の関東大震災以来。 20



５．公共測量成果の測地成果５．公共測量成果の測地成果20112011へのへの補正支援補正支援
公共測量成果改定の必要性公共測量成果改定の必要性

測量成果停止地域において、東北地方太平洋沖地震前に得られた測量成果
は、地震による地殻変動のため、後続の公共事業及び他の公共測量に使用
することはできません。

このため、地震前に整備した公共測量成果は、成果改定が必要です。 また、
その測量成果を用いて作成した成果等は後続作業で使用する場合はその作業その測量成果を用いて作成した成果等は後続作業で使用する場合はその作業
の成果等も補正する必要があります。

「補正の対象となる公共測量成果」 「補正の時期」

現在保有している公共測量成果が該当します
公共基準点
数値地図

補正の対象となる公共測量成果」 補正の時期」

測量計画機関の実情に合わせて改定を行うこと
になります。

その成果を用いる他の公共事業の測量等の実施数値地図
工事図面 等

その成果を用いる他の公共事業の測量等の実施
も考慮し、速やかな改定がのぞまれます。

公共測量成果改定の状況 国土地理院に届け出のあった改定された公共基準点数

5/22現在、成果改定が行われた（作業中含む）
公共基準点は全体の基準点数の約半分

成果改定の方法 公共基準点数

補正パラメータ 57,345
改測 8,534

その他 （上記の組み合わせ等） 9 691
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今年度の地方公共団体の改定作業の計画を
把握し、迅速な成果改定を支援

その他 （上記の組み合わせ等） 9,691

成果改定合計 75,570
改定地域の公共基準点数 139,013



公共測量成果の測地成果公共測量成果の測地成果20112011へのへの補正支援補正支援
国土地理院ウェブページからダウンロード

測地成果２０００ （元期 1997.1.1）

地震の影響の少ない北海道・西日
本地域は従来の成果を採用

東日本は原点を含めて
最新の測量結果を利用して再構築

成果停止地域 成果非停止地域
ソフトウェアを利用した

公共測量成果改定マニュアル

本地域は従来の成果を採用
(ITRF94)

最新の測量結果を利用して再構築
(ITRF2008)

測地成果２０１１（元期 2011.5.24 元期1997.1.1 ）
過去のそれぞれの地震に

対応したソフトウェア

東日本地域の座標補正パラメータ適用ソフトウェアの公開

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/patchjgd/download/

地殻変動を補正するためのソフトウェア(PatchJGD）

22座標補正パラメータによる公共点の成果改算も公共測量です



公共測量成果の測地成果公共測量成果の測地成果20112011へのへの補正支援補正支援
公共測量成果改定の方法公共測量成果改定の方法

１．地すべりや液状化等局所的な変動がない地域

国土地理院の公表している補正パラメータを用いて座標値を補正

２．局所的な変動のため、補正パラメータによる変換が適用できない地域

改測：再測量によって、以下を例のような局所的な変動を解消
地すべりや液状化など地震の地殻変動と整合しない局所的な変動が発生している地域

国土地理院の公表している補正パラメ タを用いて座標値を補正

・地すべりや液状化など地震の地殻変動と整合しない局所的な変動が発生している地域
・市町村合併に伴い旧境界部において不整合が見られる場合

再測量を実施する場合も必ずしもすべての基準点を実施する必要はなく、
局所的な地域のみを再測量・局所的な地域のみを再測量

・上位級の基準点の一部を再測量し、その結果から求められた補正パラメータを作成し、下位
の基準点を補正

はパラメータ変換を実施等で対応できる場合も多いことから改定手法やパラメータに関する問い

成果改定の試算例

は ラメ タ変換を実施等で対応できる場合も多い とから改定手法や ラメ タに関する問い
合わせは国土地理院にご相談ください。

市町村 基準点内訳（点数）
パラメータ変換 改測

1級 2級 3級 合計
市 約 約

成果改定の経費について地方公共団体の規模に応じて試算
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A市 220 400 3800 4420 約1400万円 約56100万円

B市 30 70 850 950 約300万円 約11700万円
C市 0 20 150 170 約65万円 約2300万円



６．まとめ６．まとめ
/

約44,000点の 電子基準点 三角点約1 900点の改測

5/31

三角点・水準点
成果改定

10/31

座標補正パラメータ 改算

10/213/14
3/11

地震

5/21～24

VLBI/GEONET
による

約 , 点の
電子基準点

三角点
水準点

成果停止
（含原点）

電子基準点
成果改定

三角点約1,900点の改測 成果改定

水準点約3,600kmの改測 経緯度原点・水準原点
数値の改正

座標補正パラメ タ
（PatchJGD)構築 改算

４県の三角点
成果停止

によるITRF2008
測地座標系構
築と元期設定

地震名 成果改定点数（改測点数） 成果改定期間

平成15年十勝沖地震（Mw8.0） 約6,700点（196点:2.9%） 約18.2ヶ月

平成16年新潟県中越地震（M 6 6） 約600点（608点 100%） 約14 0ヶ月平成16年新潟県中越地震（Mw6.6） 約600点（608点：100%） 約14.0ヶ月

平成20年岩手・宮城内陸地震（Mw6.9） 約2,300点（285点：12%） 約8.6ヶ月

平成23年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0） 約44,000点（1,900点：4%） 約7.6ヶ月平成23年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0） 約44,000点（1,900点 4%） 約7.6ヶ月

課題：将来想定される大規模な地震（首都直下、東海～南海）を見据えて課題：将来想定される大規模な地震（首都直下、東海～南海）を見据えて課題 将来想定される大規模な地震（首都直下、東海 南海）を見据えて課題 将来想定される大規模な地震（首都直下、東海 南海）を見据えて

復旧・復興のためのより素早い成果改定手法の技術開発復旧・復興のためのより素早い成果改定手法の技術開発
・地震に備えた観測計画・災害に強い観測ネットワーク
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地震に備えた観測計画 災害に強い観測ネットワ ク
・測量成果の停止範囲と改定
・複数の元期をもつ測量成果と境界領域の取り扱い


