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第 40 回 国土地理院報告会 
－東日本大震災と地理空間情報－ 

 
日時：平成 23 年 6 月 3 日(金)9：50～16：30 

場所：新宿明治安田生命ホール 

 
 
9:50～ 9:55 開会の挨拶                国土地理院長 岡本 博 

 

9:55～10:35 基調講演 東北地方太平洋沖地震－今回の地震でわかったこと－ 
                               名古屋大学教授・地震予知連絡会委員 山岡 耕春 

 

10:35～10:50 地震及び被害の概況             防災推進室長 林 保 

 

10:50～11:15 地震による地殻変動         地理地殻活動総括研究官 今給黎 哲郎 

 

11:15～11:35 基準点測量成果の改定               測地基準課長補佐 檜山 洋平 

 

11:35～12:00 津波による浸水状況                     防災地理課長 鈴木 義宜 

 

12:00～12:20 震災対応における地理空間情報の活用         防災企画官 永山 透 

 

12:20～13:20 －昼 休 み－ 

 

13:20～14:20 特別講演 災害に対する人工衛星の働き 
－巨視的な観測と通信回線の代替－ 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構理事 本間 正修 

 

14:20～14:45 「だいち」（ALOS）を利用した地殻・地盤変動監視 

宇宙測地課長 石原 操 

 

14:45～15:10 GEONET による地殻活動の監視       地殻変動研究室研究官 水藤 尚 

 

 

15:10～15:35 準天頂衛星「みちびき」による高精度測位補正  

地震調査官 矢来 博司 

 

15:35～16:00 公共測量における新技術の導入 

－公共測量作業規程の準則の一部改正－ 

技術管理課長 飯村 友三郎 

 

16:00～16:25 基盤地図情報と電子国土基本図の整備・更新・活用  

国土基盤情報調整官 長谷川 裕之 

 

16:25～16:30 閉会の挨拶 国土地理院参事官                          小出 正則 



＜基調講演＞ 

東北地方太平洋沖地震－今回の地震でわかったこと－ 
 

名古屋大学教授・地震予知連絡会委員 山岡 耕春 

 

キーワード 巨大地震，地震発生予測，津波，地殻変動 

 

2011 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，岩手県沖から茨城県沖にかけての広い領域を震源

域とするマグニチュード 9.0 の地震で，津波による大きな被害を東日本太平洋沿岸にもたらした．地震波や

津波記録の詳細な検討によって，震源域のうち宮城県沖の滑り量が非常に大きく，海溝寄りで 30ｍを超えた

ことがわかってきた．また，この地震は２日前に震源付近で発生した M7.3 の地震によってトリガーされたと

見なすことが出来る．GPS の解析による福島県沖では徐々にすべりが加速していた様子も明らかになった．

しかしながら M9.0 の地震が発生する可能性は事前にはわからなかった．このような巨大な地震が発生する原

因については，海溝沿いで大きな滑りが発生したためなのか，それともプレート間の固着に階層性があるの

かなどの考えが提示されているが，現時点では明らかになっていない．しかし，この地震で得られた知見は

他のプレート境界地震にも適用され，それぞれの地域で発生する地震像をさらに明らかにする必要がある． 
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地震及び被害の概況 
防災推進室長 林 保 

 

キーワード：観測史上最大の地震（Ｍ9.0），大津波，大きな地殻変動，地理空間情報の整備・提供 

 

１．はじめに 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震は，東北から関東地方までの広い範囲で強い揺れと大きな津

波を伴い，死者，行方不明者を合わせて２万人以上となる未曾有の大災害となった．この大災害は，想定さ

れていた地震や津波の規模を大きく超えることとなったことから，我が国の地震防災対策に関して多くの課

題等も浮き彫りにした．本報告では，地震と津波がもたらした被害等の概況を紹介する． 

 

２．地震・津波の概要と特徴 

平成 23 年（2011 年）３月 11 日 14 時 46 分頃三陸沖の深さ 24km で，M9.0 の巨大地震が発生した．地震の

規模は，これまでに日本国内及び周辺で観測された最大の地震であり，宮城県栗原市で最大震度７を観測し

たのをはじめ，宮城県南部・中部，福島県中通り・浜通り，茨城県北部・南部，栃木県北部・南部の広い範

囲で震度６強を観測した．発震機構は，西北西－東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型で，太平洋プレートと

陸側のプレートの境界で発生した地震（海溝型地震）である．電子基準点（GPS 連続観測施設）による観測

の結果，震源に最も近い「牡鹿」測点では，東南東方向に約 5.3ｍ，鉛直下方向に約 1.2ｍの最大の変動量

が観測されるなど，東日本全域にわたり大きな地殻変動が発生した． 

また，この地震により 14 時 49 分北海道から高知県までの太平洋沿岸に大津波警報が発表され，宮古で 8.5

ｍ以上，大船渡で 8.0ｍ以上，石巻市鮎川で 7.6ｍ以上，相馬で 9.3ｍ以上となる非常に大きな津波が験潮所

で観測された．さらに，本震発生後，多くの余震が発生している．主なものとして，長野県北部を震源とす

る地震（3/12,M6.7,最大震度６強），静岡県東部を震源とする地震（3/15,M6.4,最大震度６強），宮城県沖を

震源とする地震（4/7,M7.1,最大震度６強），福島県浜通りを震源とする地震（4/11,M7.0,最大震度６弱及び

4/12,M6.3,最大震度６弱）等が観測されている． 

 

３．被害の概要と特徴 

想定を大きく超えた地震及び津波により，甚大な人的・物的被害が発生した．死者 15,270 名，行方不明

者 8,499 名，建物の全壊 107,696 戸，半壊 62,842 戸（5/30 現在:政府緊急災害対策本部まとめ），その他東

日本一帯で鉄道，道路，港湾，空港などの交通インフラが大きく被害を受けた．また，東京電力福島第一原

子力発電所で放射能漏れ事故が発生し，2011 年６月現在も収束に向けて懸命の努力がなされている．さらに，

千葉県，茨城県等の軟弱地盤が液状化し，住宅，地下埋設物が破損した． 

来襲した津波は，青森から関東までの太平洋沿岸に甚大な被害をもたらした．空中写真の判読から浸水状

況を把握した結果，561 ㎢（山手線内側の面積 63 ㎢の約９倍）が浸水し，浸水地域の海岸線の距離は，青森

県下北八戸沿岸から千葉県九十九里浜沿岸まで約 2,000km にも及ぶ．また，海岸線付近では，地盤沈下も広

範囲で観測され，仙台平野では，標高が平均海面以下となる面積が地震前の３㎢から 16 ㎢になり 5.3 倍も増

加した． 

 

４．国土地理院の災害対応の取り組み 

国土地理院は，災害対策基本法に基づく指定行政機関として，地震発生直後に災害対策本部（本部長：国

土地理院長）を設置するとともに，災害活動を実施するうえで重要な被害状況を表す地理空間情報の整備・

提供を中心とする災害対応活動を実施した．また，国土地理院緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を編成し，

政府現地対策本部，各県の災害対策本部，被災地域の市町村と連絡を取り，地理空間情報を提供した．その

取り組みの具体については，本予稿集の中にも紹介されている． 

 

５．おわりに 

政府の中央防災会議は，地震・津波対策を抜本的に見直すため｢東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・

津波対策に関する専門調査会｣を 2011 年４月に設置した．今後の地震や津波，想定を超える災害に備えるた

めの方向性が示されると考えられる．国土地理院においても，国土地理院防災業務計画などを見直し，我が

国の防災能力向上に貢献するための地理空間情報の整備・提供等を行う． 
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*1「理科年表」(2011版）による．USGS(米国地質調査所)のカタログによれば2004年スマトラ島沖地震（M9.1）が観測史上第3位で19

57年アンドレアノフ地震の規模はM8.6．「理科年表」ではスマトラ地震の規模はM8.8（Mw9.0）とされている．

*2「理科年表」(2011版）による．気象庁および地震調査研究推進本部のカタログではM8.2と丸めた値で表示されている．USGS(米国

地質調査所)のカタログによれば1986年明治三陸地震の規模はM8.5．

地震による地殻変動

地理地殻活動総括研究官 今給黎 哲郎

キーワード:平成23年(2011年）東北地方太平洋沖地震，地殻変動，GEONET，プレート境界地震

１．地震の背景

平成23年(2011年）東北地方太平洋沖地震は，M9.0という国内観測史上最大の地震となっただけでなく，

全世界の地震観測史上でも1960年チリ地震(M9.5)，1964年アラスカ地震(M9.2)，1957年アンドレアノフ（ア

リューシャン）地震(M9.1)
*1
に次ぐ巨大地震であった．これらの地震に共通することは，いずれもプレート

の沈み込み境界で発生し，大規模な津波を伴ったことである．沈み込む海のプレートが，上側の陸のプレ

ートと強く固着しているとき，陸側のプレートを地下に引きずり込むことでひずみのエネルギーを蓄積す

る．この固着していたプレート境界が，一気にはがれると大地震となり，変形した海底面が海水を押し上

げて津波を引き起こす．東北地方の太平洋沿岸は，東側の太平洋プレートが日本海溝から日本列島の下に

沈み込んでいく場となっており，これまでも繰り返しプレート境界型の大地震が発生していた．大津波を

伴った地震としては，近代においては1896年(明治29年)の明治三陸地震(M8_1/4)*2があり，約２万２千人の

死者を出している．最近の被害地震では，1994年(平成6年)の三陸はるか沖地震（M7.6），2005年(平成17年)

に発生した宮城県沖の地震(M7.2)などがあったが，これらでは顕著な津波の被害はなかった．

２．地震時の地殻変動

GEONETによる観測では，３月11日の本震により震源域に近い電子基準点「牡鹿」(宮城県)で東南東方向

に約5.3m、上下（沈降）方向に約1.2mという極めて大きな変位が観測されるなど，北海道から西日本にま

でおよぶ広い範囲で地殻変動が確認されている．この地震により岩手県から茨城県にかけての太平洋沿岸

では数十cmの沈降が生じた領域が広がっている．また，水平変動でも１m以上の変位が生じた領域が山形県

や茨城県にまでも及んでいる．この地殻変動データから，地震を引き起こした断層は岩手県沖から茨城県

沖まで南北400km以上におよぶ長大なものであること，断層すべりの大きさは宮城県沖で最大25m以上に達

することなどが推定された．関東地震や南海地震などでは，震源断層が陸に近いため，房総半島や室戸岬

などは地震時に隆起したが，今回の地震では断層が海岸から遠いため，隆起域は全て日本海溝に近い深い

海の領域にあって陸は全て沈降の領域となった．海上保安庁による海底地殻変動のデータを考慮すると，

震源域直上の海底は10m以上隆起したことが推計され，これが巨大な津波の原因となったと考えられる．な

お，地震時の地殻変動については，陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS)の合成開口レーダー（PALSAR）の

干渉解析からも広い範囲での変動が面的に捉えられている．

３．地震後の地殻変動

地震後もゆっくりとした地殻変動が観測されており，震源断層周辺での余効的なすべりが続いていると

考えられる．水平変動では地震時と同じ方向の変位が見られていて，例えば電子基準点「山田」(岩手県)

では，地震後１ヶ月で東南東方向に約0.4mの変動が観測されている．余効変動から推定されたすべりの領

域は本震で大きくすべった領域よりやや西側，プレート境界の深い側に広がっている．また，銚子沖にも

余効滑りのやや大きい領域が推定されている．これまでに例を見ない巨大地震であるため，余効変動もか

なりの長期間継続することが予想される．特に，プレート境界の深い側，すなわち陸に近い領域での余効

滑りが大きくなると，将来的に余効変動によって陸側が隆起する可能性も考えられる．また，規模の大き

い余震に伴った地殻変動も観測されている．

４．まとめ

東北地方太平洋沖地震は我が国の観測史上最大の地震であり，それに伴う地殻変動も非常に大きく，ま

た広域に及んでいることが観測された．余効変動も大きく，今後も長期的に変動が予想されることからも，

国土地理院では地殻変動の監視を引き続き注意深く行っていく．
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基準点測量成果の改定 
測地基準課長補佐 檜山 洋平 

キーワード：基準点，測量成果，成果改定 

 

１． はじめに 

電子基準点（GPS 連続観測点）により，東北地方から関東及び甲信越地方にかけての東日本の広い範囲で，

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による顕著な地殻変動が観測された．この地域の三角点及び水

準点の位置は大きく変動し，公共測量等で利用できないことが想定されたため，国土地理院では，３月 14

日に当該地域の電子基準点，三角点，水準点の基準点測量成果の公表を停止するとともに，報道発表を行い，

周知を図った． 

 

２． 測量成果の公表停止地域 

電子基準点及び三角点の測量成果の公表停止地域については，電子基準点の観測データから推定された国

土地理院による震源断層モデル（暫定値）に基づいて計算された歪みが 2ppm を超える範囲を基本とした．公

共測量に与える影響や行政区画等を考慮した結果，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県，茨

城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都（島しょを除く），神奈川県，新潟県，山梨県，長野県の電

子基準点及び三角点の測量成果の公表を停止した．水準点の測量成果の公表停止地域については，電子基準

点の観測データから上下変動量が数 cm 以上となる地域の水準点を基本とし，水準路線を単位として測量成果

の公表を停止した．なお，新たに５月 31 日に，富山県，石川県，福井県，岐阜県の三角点等の測量成果の公

表を停止した． 

 今回の地震により成果公表を停止した主な基準点の一覧を下表に示す． 

 

種別 
成果停止基準点数 

（5/31 現在） 

電子基準点 ※ 

三角点（総点数 ４３，８５１点）  

 一等三角点 ３５３ 

 二等三角点 ２，１４０ 

 三等三角点 １５，１６８ 

 四等三角点 ２６，１９０ 

水準点（総延長 約３,６００km）  

 一等水準点等 ９８９ 

 二等水準点 ３７０ 

 道路水準点 １９３ 

 ※５月 31 日に電子基準点 438 点の新しい測量成果を公表した． 

 

３． 測量成果の改定計画 

測量の基準点は，国や地方公共団体の実施する公共測量の基準として使用されており，各種公共事業等東

日本大震災からの復旧・復興に不可欠なものである．このため，国土地理院では，早急に地震に伴う地殻変

動を補正した測量成果を提供する． 

 

○ 電子基準点及び三角点 

電子基準点の測量成果を，５月 31 日に公表した．電子基準点の測量成果の改定後，高度地域基準点測量及

び太平洋沿岸地域の三角点改測作業を実施し，三角点は 10 月下旬を目標として順次改定成果を公表する計画

である．また，今回の地震はいわゆる海溝型地震で，地殻変動が比較的一様のため，改測した基準点の変動

量から PatchJGD 用補正パラメータを作成し，パラメータ改算により未改測三角点の成果を改定する予定であ

り，公共基準点の改定にも利用できる． 

 

○ 水準点 

東北地方及び関東地方で実施する精密測地網高精度三次元測量（水準測量），油壺験潮場から日本水準原点

への高精度三次元測量観測結果から固定点を選定し，多点固定での網平均計算を行い，10 月下旬を目標とし

て改定成果を公表する計画である． 
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津波による浸水状況 

 

防災地理課長 鈴木 義宜 

キーワード：津波，浸水区域，正射画像，デジタル標高地形図 

 

概  要 

地震と津波による被災地の復旧・復興に寄与するため，被災地域の緊急空中写真撮影を行い，津波による浸水範囲概

況図の作成，浸水範囲の面積及び土地利用別面積などの解析を行って関係機関への提供及びホームページから公開した．

また，航空レーザデータにより，５mメッシュデジタル標高モデル（以下，「５mDEM」という．）及び２万５千分１デジ

タル標高地形図（以下，「デジタル標高地形図」という．）を作成し，復旧・復興の基礎資料として提供したので，その

概要を報告する． 

 

１．空中写真緊急撮影 

 青森県から福島県の太平洋沿岸を対象として３月 12 日に空中写真撮影を開始し，空中写真のほか，簡易的な手法で

作成した正射画像や正射写真地図等を順次提供した．また，地震前後の新旧の空中写真を特徴的被害状況が一目でわか

るようホームページで公開した． 

  

２．津波による浸水範囲概況図の作成及び浸水範囲の面積 

 東北から関東までの太平洋沿岸に大きな被害をもたらした津波の被害を，地震後に撮影した空中写真及び観測された

衛星画像を使用して，津波により浸水した範囲の判読を行い，浸水範囲概況図を作成した．また，市町村別に浸水範囲

の面積を集計した結果，561㎢(山手線内側の面積63㎢の約９倍)が浸水したことが明らかになった．作成した図及び集

計結果はホームページで公開した． 

 

３．津波浸水域の現地調査  

津波により甚大な被害となった仙台市，石巻市，三陸海岸を中心に，浸水地域の被災状況及び浸水到達状況等につい

て現地調査を実施した． 

 

４．浸水範囲の土地利用別面積 

国土数値情報の土地利用細分メッシュデータと重ね合わせて浸水域の土地利用とその面積を把握した．市町村別の土

地利用別の浸水面積により地方公共団体毎に浸水域の様相が異なる状況が伺える． 

 

５．５mDEM及びデジタル標高地形図の作成 

 宮城県が計測した航空レーザデータ（三次元データ）により，5mDEM及びデジタル標高地形図を作成し，復旧・復興

の基礎資料として関係機関に提供した． 
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震災対応における地理空間情報の活用 

 

防災企画官 永山 透 

 

キーワード：東日本大震災，地理空間情報，地殻変動，空中写真，津波浸水域 

 

１．東日本大震災に関する地理空間情報の収集・提供 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震がもたらした国土の変貌や被害状況を明らかにするため，以

下の地理空間情報を収集・提供した． 

(1)地殻変動に関する情報：本震時の地殻変動，本震後の地殻変動（余効変動），合成開口レーダで把握さ

れた面的な地殻変動，推定断層モデルとすべり量，地盤沈下量等 

(2)画像情報：空中写真，正射写真(オルソ画像)，正射写真地図，新旧の空中写真等 

(3)津波浸水状況：津波浸水域及びその面積，並びに土地利用別津波浸水域及びその面積等 

(4)ベースマップ：災害対策用地図(縮尺５万分の１，20 万分の１，デジタル標高地形図等) 

(5)各種の主題地図：交通ネットワーク復旧状況図，東北地方道路規制情報等 

 

また，収集された地理空間情報は主に以下の方法により提供された． 

(1)被災地で活動する関係行政機関等(政府現地対策本部，自治体)には，東北地方測量部及び国土地理院

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を通じた提供 

(2)震災に対応する関係行政機関等には，今回編成された地理情報支援班を通じた提供 

(3)一般向けにインターネット経由で提供（http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html) 

 

２．震災対応における地理空間情報の活用 

関係行政機関，民間，報道機関等で，国土地理院から提供された地理空間情報が広範に活用された事例を

以下に示す． 

(1)災害の生じた場所の把握・図示：被災地域を図示．特定の被害箇所の位置を示すためインデックスマ

ップとして活用．固定資産税等の課税免除のための区域指定での津波浸水範囲の活用．  

(2)災害の規模や様相の把握・図示：津波浸水域の図示．被災前後の空中写真を並べて被害の程度を図示．

港湾の漂流物の移動量を把握及び図示．空中写真を用いた都市の被災度の推定． 

(3)施設情報等との重ね合わせ・図示：津波浸水域と都市機能との重ね合わせ．津波浸水域，空中写真と

冠水した農地や用排水施設との重ね合わせ，文化財と津波浸水域と重ね合わせ． 

(4)GIS 等を用いたより高度な分析：海底の地殻変動量を得るために陸域の電子基準点データを活用．浸

水範囲と空中写真を用いた市街地の被災の程度の類型化との分類．空中写真，地形図，標高情報を使

った被災都市の類型化．海岸林の被害の状況の把握．津波浸水域の人口・世帯数の把握． 

 

３．今後の取り組み 

国土地理院として今後は復旧，復興を支援するための地理空間情報の整備をより本格化させる予定である．

各分野のニーズも汲み取りながら，地理空間情報の活用により復興，復旧の効果的推進に寄与するよう引き

続き取り組んでいきたい． 
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＜特別講演＞ 

災害に対する人工衛星の働き－巨視的な観測と通信回線の代替－ 

 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構理事 本間 正修 

 

東日本大震災の発生に際して，国内外のあらゆる機能が救援，復興に向けて動員された．その中で，宇宙

からの状況把握や地上通信網の代替として人工衛星も総力を上げて対応した．本講演では，主として JAXA の

人工衛星群をどのように活用したかについて述べ，あわせて今後の方向性について考察を行う．講演概要は，

下記の目次のとおりであるが，その前に，震災における犠牲者のご冥福と被災者へのお見舞いを申し上げる． 

 

 

１．災害サイクルに対応した衛星の役割（予防，災害発生時がこれまで中心．復興にどう貢献するか） 

２．観測衛星の仕組み（巨視的観測，周回性とアーカイブ性，光と電波，etc.） 

３．通信衛星の特徴（地上災害に強い，携帯性，可搬性，ビーム可変能力 etc. 

；平常時からの利用が必須） 

４．JAXA 衛星計画の流れ 

５．国際協力の仕組み（センチネルアジア，国際災害チャーター） 

６．防災訓練への参加と各機関との協力（地理院，内閣府，各省，地方自治体，大学，研究機関， 

企業 etc.） 

７．東日本大震災発生時における人工衛星の貢献 

 １）時系列での活動報告 

 ２）衛星「だいち」の貢献（冠水域判別，地殻変動，衛星地図 etc.） 

 ３）海外衛星の貢献 

 ４）衛星「きく８号」，「きずな」通信端末の被災地への設置と利用のされ方 

８．測位衛星の働き（GPS，準天頂衛星） 

９．今後の方向性について 

１）衛星データと地上の知見との融合の更なる推進 

２）平常時における衛星利用の定着（地図作成支援，防災マップ，衛星通信 etc.） 

３）ALOS 運用停止と ALOS－２，－３計画 
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「だいち」（ALOS）を利用した地殻・地盤変動監視 

宇宙測地課長 石原 操 

キーワード：「だいち」（ALOS），SAR 干渉解析，東北地方太平洋沖地震，地殻変動，高精度地盤変動測量 

  
１．はじめに 

国土地理院では，平成 18 年 10 月に定常運用を開

始した陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）の Lバン

ド合成開口レーダー（PALSAR）を用いて，SAR 干渉

解析を実施している．この解析は，高精度地盤変動

測量と位置づけられ，防災・減災を目的に，国内の

定常的な地殻・地盤変動を監視している．定常監視

では，全国の火山・地盤沈下・地すべり（約 70 地域）

を対象に，現状の地上観測網で捉えきれない火口周

辺の地殻変動や平野部での地盤沈下域，地すべりな

どを捉えてきた．特に，平成 23 年（2011 年）東北

地方太平洋沖地震では，本震に伴い東北地方から関

東地方全域で生じた広域な地殻変動を面的に捉える

とともに，内陸で生じた複数の余震で震源域の地殻

変動を捉え，変動範囲の把握や断層メカニズムの解

明に決定的な情報となった． 

 

２．「だいち」の電波を用いて捉えた東北地方太平洋

沖地震に伴う地殻変動 

「だいち」が観測した地震前後の合成開口レーダ

ー画像と国土地理院が実施している GPS 連続観測結

果を融合させることにより，平成 23 年（2011 年）

東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動の面的分布が

図－１のように明らかになった．そして，観測した

結果には次のような特徴が見られた． 

① 地震に伴う変動は東北地方から関東地方および

中部地方まで及んでいる． 

② 最も変動が大きかった牡鹿半島では，衛星と地

表の間で距離が約４m 伸びる変動がみられた．

SAR 干渉解析では，西側または東側上空を飛行

する人工衛星「だいち」と地表面の距離の変化

量を示すものであり，今回得られた結果は GPS

連続観測結果（東南東方向に約 5.3m の移動，約

1.2m の沈下）とも整合している． 

③ 電子基準点による GPS 連続観測網では把握しき

れないような内陸で生じた誘発地震による局所

的な地殻変動が検出された．４月 11 日 17 時 16

分に発生した福島県浜通りの地震（M7.0）に伴

う地殻変動を図－２に示す． 

 

３．今後の取り組み 

「だいち」は平成 23 年４月 22 日に電力異常発生

を起こし，宇宙航空研究開発機構（JAXA）は５月 12

日に同衛星との交信が不能と判断し同衛星の運用を

終了した．これに伴い，今後は，これまでに得られ

た「だいち」のアーカイブデータを用いた高精度地

盤変動測量を実施する．また，平成 25 年には後続機

の ALOS-2 を打ち上げるべく，JAXA により準備が進

められているので，ALOS-2 を用いた SAR 干渉解析が

できるよう準備を行っていく予定である． 

 

図－１ 「だいち」の電波を用いて捉えた地殻変動 

 

 
図－２ 福島県浜通りの地震（M7.0）に伴う地殻変動 
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GEONET による地殻活動の監視 
地殻変動研究室研究官 水藤 尚 

キーワード：GEONET，地殻変動，地殻活動，プレート間の固着 
 
１．地殻活動の監視 

現在国土地理院が運用する GPS 連続観測網

（GEONET）によって，日本列島の地殻変動は日々監

視されている．我々が観測している地殻変動は地表

の状態であり，その変動の原因は地下にある．その

地下の状態の変化によって引き起こされた地表の状

態の変化を我々は地殻変動として観測し，地下での

状態の変化（地殻活動）が起こったことを知るので

ある．本講演では，GEONET による地殻変動の監視（地

表の状態の監視）から地殻活動の監視（地下の状態

の推定）への取り組みについて紹介する． 

 

２．地殻変動メカニズム 

日本列島に変動を引き起こす地殻活動はいずれも

地下で起こる現象で，空間的にも時間的にもそのス

ケールは様々である．こうした地殻活動のうち主な

ものは，断層運動，火山活動，プレート間の固着の

３つに集約される．断層運動による地殻活動は，地

震（地震波を放出する急激なすべり），余効すべり（大

地震後に地震波を伴わず断層がゆっくりとすべる現

象），スロースリップ（地震波を伴わず蓄積された歪

みを解放する地震，ゆっくり地震とも呼ばれる）等

が挙げられる．火山活動は，地下でのマグマの膨張・

収縮やマグマの地表への流出（火山噴火）等が挙げ

られる．プレート間の固着は，沈み込む海側プレー

トと陸側プレートとが固着していることで，海側プ

レートが沈み込む方向に陸側プレートが引きずり込

まれ，陸側プレート側で歪みの蓄積が生じるもので

ある．日々観測されている地殻変動には，様々な要

因による変動が含まれているが，これらのうち最も

寄与が大きいのは，プレート間の固着による変動で

ある．そして，観測されている地殻変動が非常に複

雑なのは，このプレート間の固着状態が空間的にも

時間的にも一様でないためである．したがって日本

列島の地殻変動を理解するためには，このプレート

間の固着状態を詳細に把握することが必要不可欠で

ある．GEONET が全国運用を開始して十数年が経過し

ているが，その間にも地震，余効すべり，スロース

リップや火山噴火等が日本列島の各地で繰り返し発

生し，全国運用開始以来の時間履歴を追った詳細な

プレート間の固着状態の推定は難しいのが現状であ

り，本講演では日本列島周辺のプレート間の固着状

態の概観を報告する． 

 

３．日本列島の地殻変動とプレート間の固着状態 

日本列島周辺は４つのプレートがひしめき合う世

界でもまれな場所に位置している．東北日本におい

ては太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込ん

でいる．一方で西南日本においてはフィリピン海プ

レートがアムールプレートの下に沈み込んでいる．

そして，日々観測されている地殻変動から通常期（大

地震や火山活動等の地殻活動をほとんど含まない期

間）においては，東北日本の太平洋側では西北西方

向に年間数 cm，西南日本の太平洋側では北西方向に

年間数 cm の速度で変動していることが明らかとな

っている．こうした日本列島の通常期の変動は，沈

み込む海側プレート（太平洋プレートもしくはフィ

リピン海プレート）と陸側プレート（北米プレート

もしくはアムールプレート）とが固着していること

によってそのほとんどが説明できる． 

地表で観測されている地殻変動データから通常期

の日本列島周辺のプレート間の固着の程度は，北海

道根室～釧路沖，東北地方宮城県沖でほぼ 100％（完

全にくっついている状態），関東地方房総半島南端付

近のフィリピン海プレート上で 80％，四国室戸岬沖

合でほぼ 100％と大きな固着が推定された．プレー

ト間の固着状態は日々わずかに変化している可能性

があるが，大局的にはこのように理解されている．

そして，こうしたプレート間の固着の強い場所では

過去に大地震が繰り返し発生してきていることや，

大地震発生後にはプレート間の固着はすぐには元に

戻らないこと等が分かりつつある．なお，ここで紹

介したプレート間の固着状態の推定結果は東北地方

太平洋沖地震発生前の通常期の状況であり，今回の

巨大地震発生により状況は大きく変わっている．そ

の状態と今後の時間変化についても，監視を行って

いるところである． 

 

４．まとめ 

GEONET により日々の地殻変動（地表の状態）の監

視がされる中で，その原因である地下の状態の監視

も可能になりつつある．しかしながら，プレート間

の固着状態の把握は，数年間の平均的な状態を推定

しているのが現状である．また地殻変動の観測は，

海上保安庁による海域での観測が成果を挙げつつあ

るが，精度の高いデータは陸上に限られており，海

域下での固着状態の空間分解能はそれほど高くない

のが現状である．時間的にも空間的にも精度の高い

プレート間の固着状態の時空間変化の把握を目指し，

今後も監視手法の開発を継続していく．
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準天頂衛星「みちびき」による高精度測位補正 
地震調査官 矢来 博司 

キーワード：準天頂衛星，衛星測位システム，総合技術開発プロジェクト 
 

１．はじめに 

準天頂衛星は，GPS 互換信号を送信し，天頂付近

に配置されることで GPS 衛星の幾何学的配置を改善

する（GPS 補完），および測位補正情報を配信し，GPS

による測位精度を向上させる（GPS 補強）という機

能を持つ測位衛星である．準天頂衛星の初号機「み

ちびき」が 2010 年９月に打ち上げられ，現在，技術

実証・利用実証が行われている． 

準天頂衛星システムの研究開発は，文部科学省，

総務省，経済産業省，国土交通省の４省庁が連携し，

技術開発および技術実証にあたることとなっている．

国土交通省は高精度測位補正技術の研究開発を担当

しており，平成 15 年度から 22 年度にかけて，標題

の総合技術開発プロジェクト（通称：準天頂総プロ）

を実施した． 

国土地理院は，準天頂総プロにおいて，特に測量

向けの技術開発を担当し，衛星測位シミュレータ，

高精度測位補正技術等の研究開発を実施した．本報

告では，これらの成果について紹介する． 

 

２．衛星測位シミュレータ 

２．１ 衛星測位シミュレータの開発 

準天頂衛星等の次世代衛星測位システムを測量に

利用する場合の測位精度を予測することを目的とし，

衛星測位シミュレータ（Satellite Positioning 

System Simulator；SPSS）を開発した（宗包ほか，

2008）．SPSS は，ユーザーが指定する衛星測位シス

テムについて，地球上の任意の観測位置・観測時刻

での観測データを模擬生成することができる．衛星

軌道や観測量の生成に関しては，様々な誤差を考慮

できるように設計されている．出力された模擬デー

タは汎用の測位解析ソフトウェアを用いて解析する

ことができる． 

 

２．２ 次世代測位衛星等を用いた測量作業規程

（案）策定のための要件検討 

次世代測位衛星等を用いた測量の例として，準天

頂衛星と GPS を併用して観測した場合のスタティッ

ク法による基準点測量について，SPSS を用いて数値

模擬実験を行った．その結果，大気や電離層擾乱，

上空視界が狭いなど，観測条件が悪い場合において，

準天頂衛星を加えることにより有効観測率が改善さ

れるとの予測結果が得られた． 

 

３．高精度測位補正技術 

３．１ 高精度測位補正技術の開発 

衛星測位システムを利用したリアルタイムの測量

方法としてネットワーク型 RTK 法があるが，利用可

能な地域が携帯電話等の通信エリアに限定されるな

どの課題がある．そこで，低コストの１周波 GPS 受

信機を用い，国土全域を対象に 10 分程度の観測で水

平精度 cm 級の測量を実現する，準天頂衛星の放送機

能を利用したネットワーク型 RTK-GPS 測位方式の実

現を目標として開発を開始した． 

開発した測位補正技術は，測位誤差の要因である

対流圏遅延，電離層遅延等を補正する情報を電子基

準点で観測したリアルタイムデータ等から生成，配

信し，受信局側でその情報を利用して準リアルタイ

ムに測位を行うものである（Hatanaka et al.,2008）．

この測位手法は，スタティック方式に近い手法であ

ることから，「準天頂 LEX 信号による GPS 補正情報を

用いた準スタティック法（QZS-QS 法: Quasi Static 

positioning with GPS correction data via QZS LEX 

channel）」とする． 

 

３．２ 作業マニュアル(案)作成のための基礎調査 

開発した高精度測位補正情報生成・配信装置及び

測量用受信装置を用い，精度検証のための試験観測

を行った．測位精度の地域依存性の有無，適用可能

性の調査等の検証を実施し，cm 級の測位精度が実現

できていると結論付けられた． 

精度検証結果を踏まえ，「みちびき」実機を用いて

実際の測量作業を想定した観測を行い，QZS-QS 法の

測量作業への適用範囲，必要な観測時間，精度管理

方法等について検証し，素案としてとりまとめた． 

 

 

参 考 文 献 
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１．作業規程の準則の一部改正 

公共測量の作業規程の準則（以下，「準則」という．）

は，測量計画機関が定める公共測量作業規程の規範

として，測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 34 条

に基づいて，昭和 26 年８月 25 日に制定され，その

後，平成20年３月31日（国土交通省告示第413号）

に全部の改正が行われている． 

準則は，時代の測量技術水準，利用者のニーズ，

利用環境等に応じて，適切な改正が必要である．こ

のため，新しい技術として利用環境等が整ってきた

GLONASS の利用その他の測量方法に関する基準を定

め，平成23年３月31日に準則の一部を改正した． 

 
２． 準則の主な改正内容について 

２．１ 新しい衛星測位システムの利用 

ロシアの GLONASS の衛星配備が進み，システムと

して完成に近づいてきた．また，測量機器メーカーで

市販する測量用受信機で GPS と GLONASS の対応が一般

的になっており，公共測量での利用環境が整ってきた． 

これらの動向を踏まえ，検証作業等により位置精度

及び利用に関する有効性を確認し，GPS と GLONASS を

併用して利用できるように改正した．  

 

２．２ 用語の変更等 

改正によりGPSとGLONASSの衛星測位システムを利

用することから，これまでの GPS に代わり衛星測位シ

ステムの総称である「GNSS」の名称を用いた．ただし，

準則ではEUのガリレオ等，他の衛星測位システムと混

同しないように，「GNSS測量には，GPS及びGLONASSを

適用する．」と明記している．これに伴い，用語におい

て「GPS測量機」は「GNSS測量機」，「GPS観測」は「GNSS

観測」等と変更した．観測方法の呼称も，「RTK-GPS法」

は「RTK 法」，「ネットワーク型 RTK-GPS 法」は「ネッ

トワーク型RTK法」とした． 

 

２．３ 測量方法の適用拡大 

１）キネマティック法 

キネマティック法は，これまで観測において１観測

点での観測時間を１分以上とし，４級基準点測量等で

利用可能としていたが，機器及び解析ソフトウエアの

性能の向上等により，観測時間を10秒以上と短縮して

も必要な精度が得られることが明らかになった．これ

により測量作業の効率性の向上につながることから，

観測時間を10秒以上（10エポック以上）とし,適用範囲

を３級基準点測量，水準測量の座標決定，地形測量及

び写真測量，応用測量等に拡大した． 

 

 

 

 

２）ネットワーク型RTK法の利用拡大 

ネットワーク型RTK法における間接観測法は，基準点

測量と応用測量の一部に利用されてきたが，他測量で

の効率性の向上を考慮して，水準測量の座標決定，現

地測量，標定点の設置，横断測量の利用に拡大した．

単点観測法は，多くの測量作業で利用可能となってい

たが，さらに標定点の設置，航空レーザ測量の調整用

基準点の計測で利用を可能とした．また，補正データ

等が通信状況により取得できない場合は，利用が認め

られてなかったが，後処理でも必要な精度が確保でき

ることが明らかとなったため観測終了後に後処理で解

析を行うことを可能とした． 

 
２．４ セミ・ダイナミック補正の導入 

セミ･ダイナミック補正は，定常的な地殻変動による

基準点間の相対的な歪みの影響を基準点測量で得られ

た測量結果に補正し，正確な測量成果を求めるために

行うものである．セミ・ダイナミック補正は，平成21

年度から基本測量で導入されるとともに，公共測量で

もマニュアルにより，電子基準点のみを既知点とする

１級基準点測量において，この補正を行うことを可能

としていたが，今回の改正で標準的に行うこととした． 

 

３．新たな測量技術への対応 

準則に定めのない新しい測量技術の利用等について

は，これまでどおり第17条の機器等及び作業方法に関

する特例により行う．最近は，新技術としてモービル

マッピングシステム（MMS）を利用した公共測量がマニ

ュアルにより行われているとともに,準天頂衛星を利

用する公共測量のマニュアルの検討が進んでいる.今

後の公共測量での利用が期待される． 

 

４． まとめ 

今回の改正で，測量で利用できる衛星システムの増

加，観測方法の適用範囲の拡大により，市街地や山間

部等での利用環境が向上するとともに，測量条件にあ

った適切な測量方法の選択が可能で，より効果的・効

率的な測量の実施が期待できる．  
今後とも技術水準やニーズに応じて，準則を適切に

改正する方針である． 

公共測量における新技術の導入－公共測量作業規程の準則の一部改正－ 

技術管理課長 飯村 友三郎

キーワード：GPS，GLONASS，GNSS,準天頂衛星，セミ・ダイナミック補正 
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基盤地図情報と電子国土基本図の整備・更新・活用 

 国土基盤情報調整官 長谷川 裕之 

キーワード：基盤地図情報，電子国土基本図，基盤地図情報の更新サイクル，電子国土 Web システム 

 
１．基盤地図情報・電子国土基本図の整備・更新 

「基盤地図情報」とは，地理空間情報活用推進基

本法に基づき，電子地図上における地理空間情報の

位置を定める基準となるものとして整備しているも

のである．基盤地図情報を位置の基準とすることで，

様々な機関・部署が作成したデータの共有が容易に

なり，データ管理の効率化，コスト縮減につなげる

ことができる．国土地理院では，平成 23 年度までに

全国の都市計画区域全域（約 10 万㎢）について縮尺

レベル 2500 以上で整備を概成することとしている．

その他の地域は縮尺レベル25000で平成19年度まで

に整備を完了している． 

「電子国土基本図」は，「電子国土基本図（地図情

報）」，「電子国土基本図（オルソ画像）」，及び「電子

国土基本図（地名情報）」の３種類の情報で構成され

る．このうち地図情報は，位置の基準である基盤地

図情報の項目と，これまで地形図に表示してきた土

地の状況を表す情報を真位置で取得して統合したも

のであり，２万５千分１地形図に替わる新たな基本

図（ベクトルデータ）と位置づけられている． 

整備された基盤地図情報や電子国土基本図を利用

し続けるためには，新鮮な状態を常に保ち続ける必

要がある．このため，都市計画基本図や道路関係図

面等を用いて基盤地図情報が更新され，また，その

基盤地図情報を用いてそれらの情報が適時更新され

る更新サイクルを確立することが重要である．この

サイクルが確立すれば，各測量計画機関は必要な項

目のみ更新すればよく，基盤地図情報項目に関して

はメンテナンスが不要になる．このため，国土地理

院では，地方公共団体と連携し，基盤地図情報の迅

速な更新に取り組んでいる．また，電子国土基本図

（地図情報）は，基盤地図情報や電子国土基本図（オ

ルソ画像）の整備や更新と連携して効率的な整備・

修正を行う．基盤地図情報が整備された地域におい

て修正を行う際には，当該基盤地図情報の位置精度

を満たすように修正する．これにより，基盤地図情

報も更新され，より新鮮な基盤地図情報を提供でき

るようになる．地方公共団体は，整備・維持された

基盤地図情報を活用することにより，管理図面の一

元化や様々な情報の配信が容易となり，行政事務の

高度化・効率化や住民サービスの向上が可能となる． 

 

２．基盤地図情報・電子国土基本図の提供 

基盤地図情報は，Web を通じて無償で提供を行っ

ている．電子国土基本図（地図情報）データを地図

表現したものについては，電子国土ポータルサイト

において供覧を開始している．また，地図閲覧サー

ビス（ウォッちず）でも閲覧することができる． 

ユーザーは，簡単な操作により電子国土基本図（地

図情報）をはじめとする背景地図に，情報発信者が

発信したい地理空間情報をブラウザ上で重ね合わせ

て表示することができ，多様な情報の提供に活用さ

れている．例えば，行政分野においては，基盤地図

情報を利用した法定図書の整備・更新，統合型 GIS

の共通基盤に活用されているほか，公共施設の位置

や土地利用規制の現況（沖縄県等）等，様々な情報

の提供に利用されている．また，標高データと組み

合わせて浸水被害の予測に活用されているほか，災

害危険地域と防災・避難施設情報等を合わせて提供

（千葉県等）することにより，防災・減災能力の向

上に活用されている．このほか，大学等の研究機関

における基盤地図情報（数値標高モデル）を用いた

解析・教育等にも活用されている． 

国土地理院ホームページにおいては，東日本大震

災に関し，被災地の航空写真の撮影位置を表示し，

航空写真画像が閲覧できるページ，撮影した航空写

真に電子国土基本図（地図情報）のデータを重ね合

わせた正射写真地図が閲覧できるページ，東北地方

の高速道路・国道・県道の通行止めの状況を地図上

に表示するページ等で活用している．なお，いくつ

かのデータは，関係自治体等に配布し，被災地の状

況把握等へ活用いただいている． 

また，電子国土基本図（地図情報）を地図表現し

た画像データについて，オンライン提供を行う準備

を進めている．電子国土基本図（地図情報）のベク

トルデータについても，将来的に公開することを視

野に，鋭意点検をすすめているところである． 

 

３．災害復興計画基図の作成 

国土地理院では，東日本大震災の発生を受け，国，

地方公共団体等復旧・復興に取り組む関係機関にお

いて，共通の白地図として無償で利用できる「災害

復興計画基図」を整備することとしている．これは

都市計画基図の主要な項目及び災害復旧・復興に資

する項目を含み，八戸市から相馬市に至る震災被害

を受けた都市計画地域を含む約 4，200 ㎢の整備を予

定している．災害復興計画基図を活用することによ

り，被災地域における復旧作業の効率的な実施や復

興計画の作成の促進が図れるようになる． 
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