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１ 宇宙測地技術１ 宇宙測地技術１．宇宙測地技術１．宇宙測地技術
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地球を測る宇宙からの“眼”地球を測る宇宙からの“眼”地球を測る宇宙からの 眼地球を測る宇宙からの 眼
ーー 宇宙測地技術宇宙測地技術 ーー宇宙測地技術宇宙測地技術

• GNSSのような、宇宙からの光・電波（電磁波）を
用いて地球を測る技術を「宇宙測地技術」と呼ぶ

１） GNSS（GPSを含む 衛星利用測位システム）１） GNSS（GPSを含む、衛星利用測位システム）

２） VLBI（超長基線電波干渉法）

３） SLR（衛星レーザー測距）

４） DORIS（衛星利用測位システムの１つ）４） DORIS（衛星利用測位システムの１つ）

• GGOS（全地球測地観測システム）を構成する大GGOS（全地球測地観測システム）を構成する大
きな要素である
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２２ VLBIVLBIとはとは２．２．VLBIVLBIとはとは
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VLBIVLBIの原理の原理VLBIVLBIの原理の原理
• GNSSの場合は、人工衛星からの電波を受信し

算て、位置を算出

• VLBIの場合は、電波星からの電波を受信して、VLBIの場合は、電波星からの電波を受信して、
位置を算出

5VLBIの原理



VLBIVLBIの特徴の特徴VLBIVLBIの特徴の特徴
• 数千kmも離れた２点間の距
離を 高精度に測る とが離を、高精度に測ることがで
きる

• 原理上、観測精度は、基線
長によらない！長によらない！

（GNSSの場合、基線長が千
k を超えると精度が悪化）

地球規模のVLBI観測網
（IVSホームページより）

kmを超えると精度が悪化）

→ 地球規模の観測に向いている！

• 昨年の政令改正時も、VLBI
観測結果を用いて 経緯度
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観測結果を用いて、経緯度
原点の数値を改定



３．３．VLBI2010VLBI2010

（新しい測地（新しい測地VLBIVLBI地球観測プロジェクト）地球観測プロジェクト）
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国際国際VLBIVLBI事業（事業（IVSIVS））国際国際VLBIVLBI事業（事業（IVSIVS））

• GNSSのIGS、SLRのILRSに相当する国際組織

• 1999年に発足

• 目的：• 目的：

１．VLBI計画の促進、調整

２．研究活動の推進

３ 成果を利用するコミ ニティ との連携３．成果を利用するコミュニティーとの連携
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II VV SSの構造の構造

評議委員会

II VV SSの構造の構造
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おける国土地理院 役割おける国土地理院 役割IVSIVSにおける国土地理院の役割における国土地理院の役割

つくば３２ｍ観測局

つくばVLBI相関局

くば３２ｍ観測局
(ネットワーク観測局) つくばVLBI解析センター
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（IVS評議員にも国土地理院の職員が選出されている）



次世代次世代VLBIVLBI規格「規格「VLBI2010VLBI2010」」次世代次世代VLBIVLBI規格「規格「VLBI2010VLBI2010」」
• IVSでは、地球規模で起きる地震や津波、火

山噴火、海水面変動、洪水などの自然災害
に対応するための、より高精度なVLBI観測網に対応するための、より高精度なVLBI観測網
を構築することを目的として、新しいVLBI地球
観測システムの規格を「VLBI2010」として策定観測システムの規格を「VLBI2010」として策定。

• VLBIの現状とVLBI2010の目標• VLBIの現状とVLBI2010の目標
項項 目目 VLBI2010VLBI2010 現現 状状

位置精度 １mm １cm程度

観測頻度 24時間365日連続観測 週に2,3回
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測地解の算出時間 24時間以内 １週間以上



VLBI2010VLBI2010基本仕様概要基本仕様概要VLBI2010VLBI2010基本仕様概要基本仕様概要
ー 従来システムとの比較 ー

項項 目目 VLBI2010VLBI2010システムシステム 従来システム従来システム

アンテナ口径 12ｍ以上 20ｍ～30ｍ級アンテナ口径 12ｍ以上 20ｍ～30ｍ級

受信周波数
広帯域受信

（２G～14GHｚ）
狭帯域受信

（2GHz＆ 8GHz）（２G～14GHｚ） （2GHz ＆ 8GHz）

偏波受信方式 両直線偏波受信 右円偏波受信

雑音 策 冷 装 使 冷雑音対策 冷却装置使用 （40K以下） 非冷却（～150K）

駆動速度 Az:12°/秒以上、
° 秒 上

Az:～1°/秒、
° 秒El:3.5 °/秒以上 El:～１°/秒

デ タ転送
リアルタイム

・ハードディスクを宅配
便等で輸送
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データ転送
リアルタイ
高速ネットワーク利用

便等で輸送
・一部、ネットワーク利用



VLBI2010VLBI2010対応アンテナの実例対応アンテナの実例VLBI2010VLBI2010対応アンテナの実例対応アンテナの実例
ードイツ・ヴェッツェル局ー

13（ドイツ国地図測量庁ホームページより）



（ここに動画）
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国土地理院における国土地理院におけるVLBI2010VLBI2010へのへの対応対応国土地理院における国土地理院におけるVLBI2010VLBI2010へのへの対応対応

N
• 予算が認められ、現在、ア
ンテナ装置等の観測システ

石岡局（仮称）石岡局（仮称）石岡局（仮称）石岡局（仮称）石岡局（仮称）石岡局（仮称）
N

ム整備のための作業が進
行中

• 基本設計が終わり、調達物

国土地理院と新アンテナ局との位置関係

国土地理院国土地理院国土地理院国土地理院国土地理院国土地理院

本設 終わり、調 物
品の公示を行っている

• 建設予定地は、茨城県石岡市内

（岩盤が地表に近い 電波環境が良い 等の条件を考慮）
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（岩盤が地表に近い、電波環境が良い、等の条件を考慮）



４．４．VLBIVLBI測地観測網と測地観測網と
プププレート運動の検出プレート運動の検出
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VLBIVLBI測地観測網とプレ ト運動測地観測網とプレ ト運動VLBIVLBI測地観測網とプレート運動測地観測網とプレート運動

等 宇宙 地技術 実• VLBI等の宇宙測地技術の実用化により、国
際地球基準座標系（ITRF）が構築された。

地球規模での基準座標系における地球規模での基準座標系における

繰り返し観測により、

地球規模 プ 運動 検出地球規模 プ 運動 検出地球規模でのプレート運動の検出地球規模でのプレート運動の検出
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プレートテクトニクスプレートテクトニクスプレートテクトニクスプレートテクトニクス

フィリピン海プレート
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地球規模の地球規模のVLBIVLBI観測網観測網地球規模の地球規模のVLBIVLBI観測網観測網

19（IVSホームページより）



プレート運動の検出プレート運動の検出プレート運動の検出プレート運動の検出

つくば－ハワイ（KOKEE）間の基線長変化グラフ
年 年 年 速度 基線 が変 を検

20

1998年から2011年２月まで、年間61mmの速度で基線長が変化していることを検
出している。また、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によるつくば局の変
位及びその後の余効変動も捉えている。



地球規模でのプレート運動の検出地球規模でのプレート運動の検出地球規模でのプレ ト運動の検出地球規模でのプレ ト運動の検出
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NASA Goddard Space Flight Center VLBI group  ホームページより

（データ期間は、1985～2007年）



他の他のVLBIVLBIの重要な役割の重要な役割他の他のVLBIVLBIの重要な役割の重要な役割

地球姿勢パ タ• 地球姿勢パラメータ（Earth Orientation 
Parameter）を独自に決定できる唯一の技術

（GPS等の人工衛星は、地球と一緒に動いてい
るので EOPの変化の絶対値がわからない）るので、EOPの変化の絶対値がわからない）

• うるう秒の決定は、VLBI観測結果より決定

→ 2012年7月1日に 3年半ぶりに うるう秒の→ 2012年7月1日に、3年半ぶりに、うるう秒の
挿入が実施される
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リアルタイムリアルタイムdUT1dUT1観測システム観測システムリアルタイムリアルタイムdUT1dUT1観測システム観測システム
dUT1とは、EOPの３つのパラメータの１つで、自転の向きの変化を表す量

（VLBIでのみ絶対値を決定）（VLBIでのみ絶対値を決定）
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国土地理院のリアルタイムdUT1観測システム



リアルタイムリアルタイムdd 観測結果の例観測結果の例リアルタイムリアルタイムdUT1dUT1観測結果の例観測結果の例

予測値と実測値の差は約100マイクロ秒

9/27の地球自転の変化（UT1-UTC）/ 転 変 （ ）

地球自転（UT1）の誤差100μ秒に相当する位置のずれ（視線方向のずれ）地球自転（UT1）の誤差100μ秒に相当する位置のずれ（視線方向のずれ）
地球表面上で約5cm、
GNSS軌道上で約20cm、
月で約3.0m

24

→ GNSS衛星や宇宙探査機の軌道決定に影響する。実測値を迅速に提供する
ことで、位置のずれを補正することができる。



まとめまとめまとめまとめ

新しい測地 地球観測プ ジ クト「• 新しい測地VLBI地球観測プロジェクト「VLBI2010」
が開始された。

• このプロジェクトが完了すると、プレート運動を始完 す 、 動を始
めとする地球規模の自然現象をより高精度に捉
えることが可能になると期待される。

• 国土地理院においてVLBI2010に対応する新しい

えることが可能になると期待される。

• 国土地理院においてVLBI2010に対応する新しい

観測システムの構築を行い、引き続き、国際観
測を行う計画である
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測を行う計画である。


