国土地理院研究開発基本計画
事後評価報告書

平成２６年９月

国 土 地 理 院

まえがき
本報告書は、平成 21 年度から 25 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。）の事後評価結果を取りまとめた報告書である。
国土地理院では、研究開発基本計画について、平成24年6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行っている。その後の進捗を含めたフォローアップ調査
結果に基づいて研究開発コーディネータが内部評価書案を作成し、この内部評価書案
に対する内部評価を平成26年5月開催の内部評価委員会において、また、外部評価を同
年6月開催の国土地理院研究評価委員会においてそれぞれ実施し、5年間の最終的な評
価結果としてとりまとめた。本報告は、今後の研究開発の実施に役立てることにする。
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国土地理院研究評価委員会における外部評価
この５ヵ年（平成２１年度－２５年度）は地理空間情報の活用を推進するための国
の体制・態勢作り、利活用のための技術開発、及び、社会に必要とされる情報を収集
するための研究開発を主眼とした。それぞれの研究課題はこの趣旨に沿って遂行され、
個別課題の評価に示されたように、概ね達成されたと評価できる。またこの間、平成
２３年（2011 年）３月１１日には東日本大震災が発生し、自然災害の予知・防止・減
災のための国土情報の収集・発信・活用の課題に対する取り組みも推進が求められた。
これに対しても機敏に対応した研究開発と利活用が行われた。以上はいずれも国土の
開発・保全と国土強靭化に資する研究開発とその応用であり高く評価でき、この趣旨
に沿って研究を発展させることが期待される。なお今後、以下の事項の指摘をも考慮
して、研究を一層発展されたい。

１．個別研究課題について
地形分類図、土地分類図、土地条件図など、衛星写真の判読のような手作業的な部
分をどのように更に発展させるかの視点も踏まえ、丁寧に研究的に取り組むべきであ
る。
携帯情報端末は非常に多様化しており、また、使っている携帯情報端末が年齢層や
生活習慣などによって異なってくる。その状況を意識しながら、地理空間情報の利活
用を考えるべきである。３Ｄについては、ウェアラブル端末として眼鏡型端末が出現
してきている。価格も手ごろとなり、２～３年後には一層下がると予想されることか
ら、一般への普及が進むと思われる。そのため、屋外での歩行時や観光回遊行動時に、
地理空間情報がうまく活用できると非常に評価も高まる。特に若い年代で大いに活用
されるようになると予想でき、研究課題の検討にあたってもぜひ考慮すべきである。

２．情報収集、人事交流について
学会等で情報を収集されているが、論文、雑誌や電子ジャーナルなどにより情報収
集することも重要であり、そのための環境を整えることも検討すべきである。また、
行政職の人事交流に限らず研究職の人事交流を検討し、それぞれの現場での体験によ
る情報交換などを行うことも考慮すべきである。

３．共同研究について
国内の共同研究件数を評価しているが、少ないように見受けられるため、もっと活
発に実施すべきである。国土地理院は、多くのデータや共通の基盤があり、これらが
より有効に活用されるように国内の機関と交流を行うことが望ましい。また、この分
野の国際機関、各国の研究機関とも、より活発に共同研究を実施すべきである。
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４．アウトリーチについて
電子基準点などは小学校等に設置しているので、その保守作業の機会を利用して電
子基準点の話などを子供たちにするなどのアウトリーチの工夫をしても良いのではな
いか。また、国土地理院が行っている研究開発の成果は難しく、一般の人、特に子供
達まで伝わらない。一般の人たちへの研究成果の効果的な伝え方を、教育分野にも応
用できることも視野において進めるべきである。この際、地理院地図で土地条件図が
簡単に見られるような仕組みが出来たなどの近年大きな技術的進歩を十二分に活用す
るべきである。

５．パブリシティについて
国土地理院が行っている研究開発や事業は、極めて国民生活と密着をしていること
から社会的な成果も非常に期待でき、また安全確保という意味で、防災・減災面でも
非常に価値のある活動になってきている。それらのパブリシティ、すなわち国土地理
院の活動の社会性をアピールしていきながら、国土地理院として、必要な研究費や運
営費を確保するべきである。また、東日本大震災から約３年半経っており、この間の
国土地理院の取り組みを新聞、雑誌等のパブリックなファクトデータを引用して社会
にアピールすることも重要かつ必要である。事実に基づいて国土地理院に関わる予算
要求や人材育成の問題などを主張することが求められる。
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１．研究開発基本計画の事後評価の実施状況
１．１．事後評価の実施体制
本評価を実施するにあたっては、研究開発基本計画に基づき指名された 9 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。これをもとに国土地理院職員（部長
級）8 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 名で構成する外部
評価委員会において評価を実施した。なお、外部評価委員会に先立ち、測地分科会に
おいて予備的な審議を行っている。
研究開発基本計画には 4 つの基本的課題が掲げられ、その目標ごとに 3 つの重点研
究開発課題が合計 12 課題設定されている。これら 12 の重点研究開発課題は年度ごと
にそれぞれ 2～8 つの実施計画課題が定められ取り組まれている。評価を開始するにあ
たって、実施計画課題ごとの実施状況を把握するため、各研究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
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、終了時評価としての内部
評価書（案）を取りまとめた。これを基に計画期間終了後、内部評価委員会及び外部
評価委員会において評価を受け、事後評価として取りまとめた。この評価結果は研究
担当者にフィードバックする予定である。
１．２．事後評価の観点
平成 24 年 12 月 6 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」
（以下「大綱的指針」という。）では、「評価は、『行政機関が行う政策の評価に関
する法律』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。
また、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
及び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標に照らして効率的かつ有効に行
われているか否か、また、研究開発基本計画に示された研究目的・目標が果たして妥
当なものであったかどうかを見るものである。このため、本評価を実施するにあたっ
ては、上記の観点の「必要性」、「有効性」、「効率性」及び「国際的な水準の向上」
を次のようにさらに具体化して評価の観点を定め実施した。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、有効性の観点で評価した。
（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。
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（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」等の国際的な視点からの取組等について評価を行
う。

２．研究開発基本計画の評価結果の概要
研究開発基本計画は、これまで国土地理院が行った研究開発の成果を踏まえ、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 21 年度から平成 25 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）地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発
（２）次世代の高度な地理空間情報活用社会の実現のための研究開発
（３）防災に関する研究開発
（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。
２．１．各課題の評価の概要
（１）地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発
本研究開発は、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
の、地理空間情報の活用の推進に直接的に寄与する共通基盤的な研究開発を目的とし、
「標準化などにより地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発」、
「位置情報基盤の維持・管理・提供の高度化のための研究開発」、「基盤的な地理空
間情報の整備・管理・提供の高度化のための研究開発」の 3 つの重点研究開発課題を
推進してきた。成果公表は、論文賞等 3 編、審査付き論文 11 編、審査なし論文 30 編、
口頭発表等 97 件となっている。
「標準化などにより地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発」
は、地理空間情報の普及を促進する上で不可欠であり、国際規格に準拠した地理情報
標準プロファイル（以下｢JPGIS｣という。）、個人情報取り扱いのガイドライン、地
理識別子を体系化する規約案等の作成を行った。また、それらを支援するための各種
ツールの開発を行い、地理空間情報を円滑に整備・流通・活用する環境を整備した。
「位置情報基盤の維持・管理・提供の高度化のための研究開発」では、電子基準点
成果の「等変動量線図」の作成により、局所的な変動量を面的・量的に捉え、成果改
定の検討が必要な地域を把握する手法が確立され、平成 23 年東北地方太平洋沖地震で
の緊急解析など観測の現場において実際に活用されているなど、効果的に事業に反映
されている。
「基盤的な地理空間情報の整備・管理・提供の高度化のための研究開発」では、縮
尺 1/25,000 の地図記号表示のために取得されたデータから縮尺 1/50,000 の地図記号を
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完全自動生成するソフトウェアを開発した。その手法を用いて、電子国土基本図（地
図情報）から縮尺 1/10,000、1/25,000 及び 1/50,000 の３段階の地図画像を、利用者が自由
に選択した地図記号で完全自動生成する電子地形図刊行システムの開発を行い、マルチス
ケールの地図表現に対応する基盤的な地理空間情報の整備を効果的・効率的に行う環
境を整備した。
（２）次世代の高度な地理空間情報活用社会の実現のための研究開発
本研究開発は、次世代を見据えつつ、さらに豊かな経済社会、そして新たなビジネ
スの創生を実現するための、地理空間情報の活用の推進に関する先駆的・共通基盤的
な研究開発を目的とし、「暮らしを豊かにする地理空間情報の高度活用技術に関する
研究開発」、「測量・地理空間情報を取り巻く最先端技術に関する研究開発」、「次
世代衛星測位時代を見据えた測量のあり方に関する研究開発」の 3 つの重点研究開発
課題を推進してきた。成果公表は、審査付き論文 1 編、審査なし論文 22 編、口頭発表
等 54 件、特許取得 2 件となっている。
「暮らしを豊かにする地理空間情報の高度活用技術に関する研究開発」では、有識
者・関係省庁・企業等との共働により場所情報コードの基本仕様を決定し、場所情報
コードの実運用に向けたガイドラインとして取りまとめると共に、コード発行・管理
システムを設計構築した。一方、視覚障害者に対する電子国土基本図（地図情報）に
対応した触地図等作成用データに関しては、必要性や有効性の検討を行ったものの、
具体的な情報サービスへの実装には至っていない。
「測量・地理空間情報を取り巻く最先端技術に関する研究開発」においては、
VLBI2010 システム（VGOS）整備に向けた検討が開始されたほか、VLBI 観測システ
ムの小型化に関して、1.6m の小型 VLBI アンテナの試作機を用いた実験で測地解の取
得に成功するなど、次世代 VLBI の実現に向けて研究が着実に進められている。
新たなメディアによる地理空間情報利活用の研究については、スマートフォン上で
動作するネイティブ地図アプリの開発及び背景地図データの試作を行い、スマートフ
ォンでの利用に適した地図表現の検討を行った。
「次世代衛星測位時代を見据えた測量のあり方に関する研究開発」では、GLONASS
衛星による位置精度及び測量への利用に関する有効性等の検証作業を実施し、それら
の成果が平成 23 年 3 月に公共測量における作業規程の準則（以下「作業規程の準則」
という。）及び測量機器性能基準の改正に反映され、さらに、複数の衛星測位システ
ム（GPS、GLONASS、準天頂衛星、Galileo）を組み合わせて利用するマルチ GNSS 解
析システムの開発を進めている。また、スマート・サーベイ・プロジェクトとして、
衛星測位を活用した作業方法を検討し、測量マニュアルとして公開している。
（３）防災に関する研究開発
本研究開発は、国民が安全で安心して生活できる社会を実現するための、事前の備
えへの確実な対応と災害時の応急対応の迅速化等に寄与する共通基盤的な研究開発を
目的とし、「リアルタイム災害対応に資する研究開発」、「自然災害の予測のための
研究開発」、「防災に資する地盤変動・地形情報の抽出の高度化に関する研究開発」
の 3 つの重点研究開発課題を推進してきた。成果公表は、論文賞等 5 編、審査付き論
文 29 編、審査なし論文 38 編、口頭発表等 182 件となっている。
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発災時には、災害対応に資するタイムリーな情報提供が必要であるが、「リアルタ
イム災害対応に資する研究開発」においては、試験的ではあるが、リアルタイム地殻
変動解析システムの構築による震源断層モデルの自動推定、後処理準リアルタイム解
析システムの構築等により、地殻変動解析の大幅な時間短縮を実現しており、さらに
津波予測のための確認情報として利用されることを目指している。
また、「自然災害の予測のための研究開発」では、房総半島、東海地方、豊後水道
におけるスロースリップの時空間変化の特徴把握、伊豆大島、桜島、霧島山（新燃岳）
における圧力源の時間変化の定量的推定など、地殻活動の時空間変化を予測するため
の知見が得られている。
「防災に資する地盤変動・地形情報の抽出の高度化に関する研究開発」では、既存
の SAR 干渉解析ソフトウェアである GSISAR の GUI 機能を補強した新 GSISAR の
開発と高精度地盤変動測量事業への導入、任意の GPS 観測を GEONET と統合的に解
析し整合した解を得るための解析手法が開発されるなど、GPS による地殻変動把握や
衛星干渉 SAR による地盤変動検出においてより高精度に行うための技術開発が、着実
かつ効率的に実施されている。
（４）地球と国土を科学的に把握するための研究
本研究は、地球と国土をより科学的に把握することを通じて、測量技術の高度化、
あるいは防災・環境保全等の応用分野の高度化等につながる知見・成果を得るための
研究開発を目的とし、「地殻活動の解明に関する研究」、「地球と国土の科学的把握
に基づく測地基準系の高度化に関する研究」、「地表と国土の表層を科学的に把握す
るための研究」の 3 つの重点研究開発課題を推進してきた。成果公表は、論文賞等 8
編、審査付き論文 58 編、審査なし論文 40 編、口頭発表等 222 件で、数多くなされて
いる。
「地殻活動の解明に関する研究」では、地震・火山活動に関わる現象を、地殻変動
の中長期にわたるモニタリングを通じて、より深く理解するための研究を進めること
が必要であるが、日本列島周辺のプレート境界域でのひずみの蓄積・解放様式の解明
や国内外で発生した多くの内陸地震・海溝型地震について、発生メカニズムやテクト
ニクスが解明されるなど順調に進捗している。
また、「地球と国土の科学的把握に基づく測地基準系の高度化に関する研究」では、
つくばの宇宙測地基準局における季節的上下変動機構を明らかにし、GPS、水準測量、
地下水位観測等を総合的に組み入れた監視手法を構築したほか、各験潮場の地殻変動、
潮汐、気圧等の影響を取り除いた潮位データを作成し、海面変動トレンドの地域分布
との類似性を確認し、各験潮場における平均海面の重力ポテンシャル値の推定に関す
る手法を開発するなど、測地基準系の品質向上に資する知見が得られた。
「地表と国土の環境・表層を科学的に把握するための研究」では、航空レーザ測量
による詳細な DEM から得られる地形量の傾斜及び凹凸度により斜面崩壊の定量的な
危険度評価が概ねできることを確認するとともに、航空レーザ測量による詳細な DSM
及び DEM を用いて植生高や樹冠厚などの植生三次元構造を把握する技術を開発する
など、効果的・効率的に進行した。
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３．研究開発基本計画の実施状況と目標に関する評価
３．１．地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発
（１）標準化などにより地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発
本項目では、①様々な地理空間情報の流通・活用を促進するため、地理空間情報に
関わる知的財産権・個人情報等の取扱いに関する研究、地理識別子等の標準化に関す
る研究、②基準点測量・水準測量の高精度化・効率的な実施に資するため、干渉 SAR
技術により面的かつ効率的に地盤沈下を把握するための研究開発、③ジオイド・モデ
ル、地磁気分布の把握等の物理測地的要素の高度化に関する研究開発、④地理空間情
報の高度な利活用を図るため、過去から現在までの地理空間情報、多様な媒体を通じ
て収集される地理空間情報を統合的に活用するための研究開発、電子国土及び基盤地
図情報の行政サービス等の具体的な応用分野での有効活用の研究開発、⑤地球環境の
変化の把握等に資する観点から、地球地図第 2 版の整備に関して、新たな仕様の作成、
高精度で効率的な整備手法等の研究開発、利活用に関する研究開発が行われた。
①では、地理空間情報の流通・活用に資するため、国際規格に準拠した JPGIS の作
成や JPGIS の普及を図るための技術支援ツール等の開発、地理識別子を体系化する規
約案やこれを整備するための手法の開発を行った。ISO/TC 211 や JIS の最新版に準
拠した JPGIS の策定及びその整備に必要な各種ツールの開発を行うことで、地理空間
情報の効率的な整備と広範かつ円滑な交換を推進する環境が整備されている。また、
地理識別子の体系化や整備手法が策定され、研究結果に基づき整備された住所や信号
交差点などのデータの提供が開始されており、個人情報と二次利用の指針については
地方公共団体における地理空間情報の公開の参考になっている。
②では、地盤沈下検出における干渉 SAR 技術の有効な活用方法の検証を行い、水準
測量と組み合わせた干渉 SAR による地盤沈下監視手法について開発を行った。地盤沈
下をセンチメートル精度で面的に検出を行うための解析手法が確立され、地方公共団
体等における今後の利用が期待される。
③では、測量における高さ方向の高精度化に向けてジオイド、重力、地磁気につい
て高度化及び観測網の構築等についての研究開発を行った。離島における標高決定を
行う測量の効率化等の成果が具体的に事業に反映されるとともに磁気図の作成間隔の
短縮及び任意年における作成が可能となっており、「日本のジオイド 2011(Ver.1)」、
「磁気図 2010.0 年値」、「日本の重力基準網 2013(JGSN2013)」として研究成果が社
会に還元されている。
④では、電子国土基本図や複数時期のオルソ画像をウェブ地図の技術を用いて広く
一般に利用可能とするための手法を開発するとともに、電子地理空間情報の長期保管
における基本的課題の整理を実施した。また、地理識別子を介して様々なコンテンツ
を基盤地図情報等の地理空間情報に結びつけるための技術について調査検討を行い、
地物 ID と地物座標の相互変換を行うことのできる地名辞典 API の開発や、地理識別
子を介して地理空間情報と様々なコンテンツを連携させる手法について研究開発を行
った。旧版データに先だって開発・公開された空中写真の閲覧システムでは、防災面
を中心に多くのアクセスがなされている。また、開発した地名辞典 API を用いて、住
所データ及び道路基準点データを用いた地図検索機能が開発されている。
⑤では、地球地図第 2 版のための仕様の改訂の検討及び途上国自らが地球地図第 2
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版を整備するための地球地図更新技術の開発並びに地球地図を容易に入手・活用する
ための環境整備を行った。地球地図仕様第 2 版の策定及び公開を行うとともに、各国
で行われる地球地図第 2 版の整備更新を支援するツールの開発を行い、効率的な整備
に寄与している。
成果の公表状況については、論文賞の受賞等 2 件、審査付き論文 3 編、研究報告書
での掲載 42 件、審査無し論文誌での掲載 26 件、口頭発表 39 件であり、多くの研究成
果が着実に生み出された。
研究体制及び予算については担当部署において限られたリソースの中、効率化に努
めることで概ね必要な体制・予算については確保された。
以上から、本研究の目標はほぼ達成されている。特に①②⑤については、十分に目
標を達成している。
今後の課題として、標準化や指針・仕様策定については今後の普及と技術・社会状
況に合わせた迅速な改定、
干渉 SAR による地盤沈下検出においては ALOS が機能停止
された中で他の周波数帯での手法の有効性の確認、ジオイド、重力、地磁気の分野に
おいては基礎的な事象の解明に加え、特にナビゲーション分野における利活用ニーズ
の把握、距離標などへの地理識別子の拡大や地名辞典 API の普及、地球地図の利活用
事例の取りまとめや第 3 版整備に向けた仕様の検討、作成手法の検討、利活用アプリ
ケーションの開発などが考えられる。
（２）位置情報基盤の維持・管理・提供の高度化のための研究開発
本項目では、①測地基準系の維持・品質の向上のための、VLBI、GNSS、水準測量
等の異なる測地観測について整合性を向上させた統合解析を行う手法の研究開発、
②GPS 等 GNSS 観測による測量の活用を図るため、各種の誤差の低減及び迅速な位置
情報の提供に関する研究開発が行われた。
①では、現行の測地基準系の維持･品質向上を目的に、VLBI、GNSS、水準測量等の
異なる測地観測について整合性を向上させた統合解析を行う手法の研究開発を行った。
②では、GEONET 定常解析結果による電子基準点の変動量を基に、
「等変動量線図」
を作成し、地域ごとの変動量を推定し、成果改定について検討した。また、大気誤差
低減手法、電離層補正モデルの構築とその適用ツールの開発に関する研究開発を行っ
た。さらに、後処理キネマティック GNSS 解析における誤差低減の研究開発を行うと
ともに、開発した手法をリアルタイムキネマティック GNSS 解析に応用する手法の開
発に着手した。
本研究の成果としては、つくばにおいて安定地層固定型基準局や既存の地盤沈下計
等の計測システムによる地殻上下変動を継続的に監視する手法の開発、VLBI と GPS
の間で整合する解析手法の構築、ITRF 系と日本の測地基準系の整合性を向上する解析
手法の構築、水準測量・験潮・GPS を統合した上下変動場の把握、電子基準点成果の
「等変動量線図」により局所的な変動量を面的・量的に捉えて成果改定の検討が必要
な地域を把握する手法が確立された。また、GPS 一周波観測の基線解析に適用可能な
電離層補正モデルの推定手法及び補正モデルの適用ツールの開発、小スケールの大気
擾乱による GEONET における測位誤差の影響評価手法の開発、GNSS における後処
理キネマティック解析の誤差低減手法の開発及びリアルタイムキネマティック解析へ
の応用など、所期の目標達成に向け順調に研究が進捗した。さらに、電子基準点のピ
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ラー熱変形に伴う日周変動の補正手法が開発されるなど、当初想定以上の成果を上げ
た研究課題も見受けられる。これらの成果には、既に平成 23 年東北地方太平洋沖地震
での緊急解析など観測の現場において実際に活用されているものもあり、効果的に事
業へ反映されている。
成果の公表状況については、論文賞等の受賞及び特許等の出願はないものの、研究
報告書への掲載 26 件、審査付き論文誌での掲載 7 件、審査なし論文誌での掲載 3 件、
口頭発表 30 件など、適切に公表が行われている。
以上から、本研究の目標はほぼ達成されている。
今後の課題としては、測地基準系の維持・品質の向上のための研究開発のさらなる
推進を図るとともに、日本列島の非定常地殻変動について、その機構の解明と物理的
モデル化、また、今後主流になることが予想される精密単独測位法による GNSS リア
ルタイムキネマティック測位（PPP-RTK）の高精度化に関連した研究などが挙げられ
る。
（３）基盤的な地理空間情報の整備・管理・提供の高度化のための研究開発
本項目では、①地理空間情報の各方面への活用の促進のための、時空間化された仕
様案の確立及び地図縮尺にとらわれない地理空間情報整備・提供についての研究、②
更新頻度を向上し社会のニーズに合致した情報の提供を図るため、基盤地図情報の効
率的な更新の仕組み・手法を確立するとともに、基盤的な地理空間情報の効率的な更
新に資する衛星画像等の活用に関する研究開発が行われた。
①では、縮尺 1/25,000 の地図記号表示のために取得された道路中心線を含む電子国
土基本図（地図情報）から縮尺 1/50,000 の地図記号を完全自動生成するソフトウェア
が開発された。また、電子国土基本図（地図情報）を用いて縮尺 1/10,000 から 1/50,00
0 までの３段階の地図画像を完全自動生成するシステムを開発し、利用者が自分好みの地
図表現を選択できる電子地形図の刊行に活用されたほか、中縮尺レベルにおける地表
の地物を「発生消滅型」と「被覆型」に分けた時空間地理情報の仕様案が作成され、
これに基づき試作されたデータセットから都市構造変遷を捉えた解析が行われた。ま
た、ある時点における地物が表示可能な時空間電子国土 Web システムが開発されると
ともに、屋内において様々な地理空間情報を利用するためのベースマップとなる三次
元 GIS データの基本的仕様と設計図を使用してデータを効率的に作成する手法に関す
るマニュアル案が作成された。さらに、地理空間情報の高精度で効率的な整備・更新
のための基盤地図情報を使用した数値地形図データ更新ガイドライン（案）及び参考
歩掛（案）並びに基盤地図情報の整備・更新に関する製品仕様書群が作成された。
②では、電子国土基本図（オルソ画像）の整備・更新に寄与する研究開発において
は、画像基準点が十分に確保できない場合、画像参照点や地形改変地における局所の
数値地形モデルを補って作成された新たなオルソ画像でも、撮影時期の古いオルソ画
像の更新に有効であることが示されるとともに、衛星画像やモバイルマッピングシス
テム（MMS）点群正射画像などを使って電子国土基本図を効率的に整備・更新する作
業手法の開発により、基盤地図情報及びオルソ画像を用いた電子国土基本図（地図情
報）の効率的な高精度化手法が構築された。また、公共測量成果等を利用した主要項
目の更新手法が確立されて作業要領案にまとめられた。さらに、CAD データ（道路基
盤地図情報）を用いて半自動で地図情報データベースを更新できる手法が開発された。
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成果公表は、受賞 1 件、研究報告書での記載 18 編、審査付き論文 1 編、審査無し論
文 1 編、口頭発表 28 編であり、審査付き論文の数は少ない。ただし、本項目における
研究成果は、論文を介した外部公表というよりも、地方公共団体の利用に資する国土
地理院の Web 等での公表や、国土地理院の事業における実利用という形で反映されて
いる。
以上から、本研究の目標は概ね達成されている。
今後の課題としては、①では、5 万分 1 よりも小縮尺の地図の自動生成に取り組み、
１つのデータベースから任意の縮尺に適した地図表現を行うための技術開発が必要で
ある。また、三次元地理空間情報をより容易かつ効率的に作成する方法について検討
するとともに、作成されたデータの提供方法についても検討する必要がある。②では、
モバイルマッピングシステム等の地理空間情報の作成手法や新しい地理空間情報の作
成手法を複合的に活用して、社会の要請に対応する精度や鮮度を持つ地理空間情報を
より効率的に整備・更新する研究開発を行っていく必要がある。
３．２．次世代の高度な地理空間情報活用社会の実現のための研究開発
（１）暮らしを豊かにする地理空間情報の高度活用技術に関する研究開発
本項目では、①すべての人々が地理空間情報活用の恩恵を享受できるよう、電子国
土上での社会的弱者等に対する情報サービスの提供手法の確立に資する研究開発、②
誰もが安心して必要な精度の位置情報を利用できる環境を整備するため、地下・建物
内の位置情報基盤を構築して、地上・地下・建物内のシームレス測位を可能にする研
究開発が行われた。
①では、電子国土 Web システムを利用した触地図原稿作成システム（2 万 5 千分 1
地形図対応版）の試験公開を行い、月平均 1,000 件のアクセスを記録している。新た
な地理空間情報体系に基づく電子国土基本図（地図情報）に対応した触地図作成用デ
ータに関しては、調査・検討の結果、触地図には不向きとの結果となった。また、弱
視者・色覚障害者用の地図表示については検討を行ったものの、具体的な情報サービ
スへの実装には至っていない。
②では、有識者・関係省庁・企業等との協働により場所情報コードの基本仕様を決
定し、さらに実証実験を通じて場所情報コードの有効性の検証を行った。実際の整備・
利用に向けては、発行する各コードについて共通に発行機関が管理すべき基本情報の
要件と公開方針、位置情報の管理方針、コード発行・運用の基本的流れなどの課題検
討を行って、場所情報コードの実運用に向けたガイドラインとして取りまとめると共
に、コード発行・管理システムを設計構築した。また、位置情報の正当性検証につい
ても、基本的技術の開発を行うと共にその実証実験を行った。これらの成果は、触地
図原稿作成システムの公開の継続、インテリジェント基準点としての整備、場所情報
コードの発行等として、適切に事業に反映されている。
成果公表は、移動体の測位に関する技術について 2 件の特許を出願し、共に登録に
至っており今後の活用が期待される。この他、研究報告書に 10 編、審査付き論文誌に
1 編、審査無し論文誌に 3 編が掲載され、22 件の口頭発表も行った。これらの他に特
に視覚障害者コミュニティなど論文等での浸透が難しい分野へも大学等研究協力機関
を通じた技術提供等が行われている。
以上から、本研究の目標は概ね達成されている。
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今後の課題として、①では、変化しつつある弱視者・色覚障害者用地図の利用状況
や利用者のニーズについて、引き続き国内外の現状を調査し、今後の弱視者・色覚障
害者用地図の利用に対して地理院等の果たすべき役割の検討とそのための技術開発を
進めていく必要がある。②では、今後幅広い分野での応用が期待されているが、これ
らの実際の利用場面において発生するセキュリティ対策等の課題について、他機関と
も連携しつつ引き続き検証していく必要がある。
（２）測量・地理空間情報を取り巻く最先端技術に関する研究開発
本項目では、①高精度な基準点測量を行うため、地球全体の形・動きの把握に適し
た VLBI 観測システムの小型化・広帯域化のための研究開発、②地理空間情報の社会
における活用機会の拡大のため、今後活用が見込まれる新たなメディアによる地理空
間情報の利活用の研究が行われた。
①では、小型化に関しては、1.6m の小型 VLBI アンテナの試作機を用いて測地 VLBI
実験を実施し、測地解を得ることに成功した。広帯域化に関しては、定常の国内 VLBI
観測において広帯域サンプリング記録を実施し、測位精度を向上させた。また、イン
ターネットを経由してオンライン･リアルタイムで干渉処理を行う e-VLBI を研究項目
として追加し、時間分解能の高い成果 dUT1 値（地球自転の速さのゆらぎに相当）を
連続的かつ観測後 20 分程度で算出することを実現した。
②では、第四世代モバイル通信環境 LTE に対応した通信能力を持つスマートフォン
を新たなメディアとして位置づけ、スマートフォン上で動作するネイティブ地図アプ
リの開発及び背景地図データを試作し、スマートフォンでの利用に適した地図表現の
方向性について検討した。
事業等への反映では、本項目は中長期的視点で取り組む課題ではあるが、①につい
ては、広帯域受信機を用いた観測が開始されており、e-VLBI による国際観測も事業に
おいて実用されている。e-VLBI に関する技術は次世代 VLBI である VLBI2010 の実現
に向けて十分に反映されている。成果の公表は、①については、審査なし論文 11 編、
口頭発表 14 編であり、確実に関連する学術団体や、国際 VLBI 事業への報告がなされ
ており、VLBI 関連の技術の向上に貢献している。②については画面の急速な高精細化
というメディア環境の変化への対応が十分でなく、公表に耐え得るレベルの研究成果
のとりまとめには至っていない。
研究体制においては、①については、VLBI の次世代規格である VLBI2010 に準拠
した新しい VLBI 施設の設置が平成 23 年度補正予算で認められたことから、関連業務
にエフォートが割かれたため、平成 25 年度は研究を進めるための人的資源の配分に困
難な点があったが、今後は通常の体制に戻ることが期待できる。②については、電子
地形図刊行のための研究開発に重点的に人的資源を配分したため、研究を実施する体
制をとることが困難な時期があった。
予算においては、①については、小型アンテナの確保を共同研究者である独立行政
法人情報通信研究機構が実施し、安価に研究を進められた。現状では VLBI2010 に準
拠した新型アンテナの建造が進められ、次世代の VLBI 技術を推進する環境が整えら
れつつある。他方、②については、予算が十分に検討されたとはいえない。
関連機関との連携においては、①については、独立行政法人情報通信研究機構との
連携により小型アンテナの実験や広帯域受信機用ソフトの開発導入が可能となるなど
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密接な連携が取られている。また、e-VLBI の実験においては国際 VLBI 事業に参加す
る海外の観測局の協力を得て実証が進められるなど、国際的な連携を行いながら着実
に新技術の導入が進められている。
以上から、本研究は、①ではほぼ目標を達成したが、②では当初想定よりもメディ
ア環境が激変し、新たなメディアへの対応に時間がかかったという事情はあるものの、
目標を達成したとは言いがたい。
今後の課題として、①については、次世代 VLBI の仕様である VLBI2010 が明らか
になり、新しい VLBI 施設の建設が進められているが、新しい VLBI 施設ではアンテ
ナ口径が 32m から 13m となるので、小型化の検討もこれを前提としたものに変更す
る必要がある。広帯域化については、既存施設の老朽化を踏まえると、速やかに機器
の調整を行い実運用の中心的なものとすべきである。つまり、全体として VLBI2010
に適した研究計画が必要である。他方、②については、早急に研究成果を取りまとめ
るとともに、試作したサイトを用いて新メディアによる地理空間情報の新しい活用方
法について実証的に検討するとともに、提供する地理空間情報のマルチスケール化に
資する技術開発につなげることが望ましい。
（３）次世代衛星測位時代を見据えた測量のあり方に関する研究開発
本項目では、次世代の様々な衛星測位技術を測量に活用するため、GPS 連続観測シ
ステム（GEONET）を次世代の衛星測位時代に対応させるシステムの再構築に関する
研究及び様々な衛星測位技術の普及を図るため、測量のための高精度測位補正技術の
開発や次世代測位衛星の測量への応用・活用に関する研究開発が行われた。
①電子基準点の GPS 近代化計画への対応に関する研究として、次世代の GPS 信号
である L5 信号に対応したアンテナの試験観測は順調に実施され、アンテナの特性に関
する情報が整理された。その成果は、平成 23 年度に更新された電子基準点の受信機及
びアンテナの選定や GEONET 中央局の品質チェック機能等における基礎資料として
有効に活用された。
②次世代衛星測位の測量への応用手法の研究開発として、複数の異なる衛星測位シ
ステムの衛星を利用した場合の測位可能時間率や精度等を計算する手法を確立すると
ともに、後処理キネマティック測位及びリアルタイムキネマティック測位において、
GPS に GLONASS を加えた場合の測位精度の改善についてシミュレーションによる
評価を行った。これらの研究にあたっては、既存の研究成果である衛星測位システム・
シミュレータを用いて効率的に実施した。また、次世代衛星測位の測量への適用とし
て、GLONASS 衛星による測位検証作業を実施し、位置精度及び測量への利用に関す
る有効性等を明らかにした。これらの成果を踏まえ、平成 23 年 3 月には作業規程の準
則及び測量機器性能基準が改正され、公共測量において GLONASS を併用する基準点
作業を実施可能とすることに貢献した。さらに、GNSS 及び電子基準点を用いる測量
の適用範囲を明確にするため、標準的な作業方法と精度確認手法を試験観測等により
検証し、測量マニュアル案を策定した。加えて、リアルタイムキネマティック GNSS
解析において、GPS に加えて GLONASS を用いた場合の測位精度の改善効果を、実際
の観測に基づいて評価した。
③準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発を国土交通省総合技術開発プ
ロジェクトとして平成 22 年度まで実施し、準天頂衛星を測量に用いる際のマニュアル
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素案や補正技術などの研究成果が取りまとめられた。開発された電離層遅延推定に関
する知見や衛星測位システム・シミュレータなどは、他の研究において活用が図られ
ている。なお、補正技術の開発においては、準天頂衛星の仕様の変更や初号機を用い
た試験信号の混信問題などの影響により、当初想定した研究内容に対して再設定が必
要となる部分も生じた。平成 23 年度からは、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が国土交通省総合技術開発プ
ロジェクトとして、平成 26 年度までの予定で実施されている。短時間で高精度測位が
可能となるマルチ GNSS 解析システムの開発とその技術を測量等に適用する標準的な
方法を確立し、作業規程の準則の改正案及び地殻変動把握等への適用指針案を作成す
ることを目標に、現時点において、複数の衛星測位システム（GPS、GLONASS、準
天頂衛星、Galileo）を組み合わせる際の最適な計算手法及び受信機バイアス補正手法
を検討した成果を基に、マルチ GNSS 解析システム（GSILIB）の開発を進めている。
既に、開発した GSILIB のプロトタイプを利用して、実際の基準点測量網におけるマ
ルチ GNSS の効果を検証している。
事業等においては、GLONASS に対応した作業規程の準則の改正、スマート・サー
ベイ・プロジェクトの中で検討された GNSS 測量による標高の測量マニュアル（案）
及び電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル（案）の策定に活用され、
公共測量一般への研究成果の反映が行われた。また、研究成果を踏まえ、国土地理院
の整備する GEONET においても、次世代 GNSS に対応した受信機とアンテナへの更
新が行われることとなった。
成果の公表は、審査なし論文 8 編、口頭発表 18 編である。
研究においては、基礎研究を実施する地理地殻活動研究センター、電子基準点を運
用する測地観測センター、マニュアルを検討する測地部及び公共測量への適用を行う
企画部が分担して実施しており、体制としては十分である。今後とも、各部・センタ
ー間の情報の共有や成果の相互活用について、一層の強化が必要である。
予算については、国土交通省総合技術開発プロジェクトに位置づけられたものが含
まれ、他でも既存の施設や成果の活用による効率化が図られており、全体として十分
充当されている。
関連機関との間で、③については、準天頂衛星の研究開発 4 省の一つとして研究開
発の分担が行われ、本省レベルから研究者レベルまで関係機関との連携が図られた。
特に、独立行政法人宇宙航空研究開発機構とは受信機の試作機や試験信号の割り当て
等が調整されるなど、綿密な連携が取られた。
以上から、本研究は①②いずれも十分に目標を達成している。③はプロジェクトの
最終年度である平成 26 年度に向け、当初計画どおり順調に進捗している。
今後の課題については、GLONASS データの利用環境が整備されたことから、実測
によるマルチ GNSS 測量の利用可能性の評価をすべきである。あわせて、継続して実
施されるマルチ GNSS による高精度測位技術の開発をさらに進め、その技術を取り入
れた作業規程の準則の改正と地殻変動把握等への適用指針案の策定に向けて研究を進
める必要がある。また、精密単独測位法のマルチ GNSS 化についても研究を進め、G
EONET データを活用した測量作業や地殻変動解析への活用に資する必要がある。さ
らに、平成 23 年 9 月の閣議決定により、2010 年代後半までに準天頂衛星の 4 機体制
が整備されることが決定したことから、準天頂衛星の実用に向けた準備が必要となる。
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３．３．防災に関する研究開発
（１）リアルタイム災害対応に資する研究開発
本項目では、①GPS 以外のセンサーを併用した地殻活動監視技術の開発、②地殻活
動の監視・モデル化に関する研究開発、③発災後 1 時間程度での被害推定、広域被災
状況把握及び情報伝達の高度化に関する研究開発が行われた。
①では、自立的電源供給のもと多項目の観測、高速データ通信、マルチ GNSS 対応
等を行う多機能な機動連続観測装置（GNSS 火山変動リモート観測装置）を開発する
とともに、地殻活動観測場で実施している地盤のひずみ・傾斜の連続観測について、
新たなデータ解析・監視手法が確立された。
②では、GEONET による 1 秒サンプリング GPS データのリアルタイム解析結果と
気象庁等が発する地震情報を用いて、震源断層モデルを迅速に自動的に推定する手法
を開発した。また、GEONET でのリアルタイム解析において、地震発生後数分以内に
地殻変動を把握し、超巨大地震の断層モデルを自動的に推定するシステムの開発を行
った
③では、発災後 1 時間程度で適切な被害推定を行うための研究開発、リモートセン
シング技術を使った 72 時間以内の広域被災状況の概略把握手法の開発、改変地形デー
タを用いた地盤の脆弱性把握のための開発を行うとともに、地震のシナリオごとに実
行可能な被害状況抽出・伝達手法や通信衛星等による空中写真画像等の大容量情報伝
達に関して研究開発を行った。
本研究の成果の活用として、改良を加えた機動連続観測装置の実運用として、富士
山や霧島山（新燃岳）に設置した連続観測が開始されたのをはじめ、地盤のひずみ・
傾斜の連続観測において補正したデータのリアルタイム監視等が運用された。また、
試験的なリアルタイム地殻変動解析システムの構築を踏まえて地殻変動監視における
解析結果取得の大幅な時間短縮が実現し、津波予測のための確認情報として利用され
ることを目指している。さらに、斜面崩壊、地滑り、液状化の被害推定システムは平
成 25 年の淡路島の地震で運用され、得られた結果は国土地理院災害対策本部会議に報
告された。改変地形の地盤脆弱性評価システムは国土交通省の「大規模盛土造成地の
変動予測調査ガイドライン」 における地盤脆弱性評価の標準的な手法の一つとして位
置づけられた。被害状況把握のための画像処理の迅速化は基本図情報部の「災害時に
おける緊急撮影運用マニュアル」、大容量の情報伝達では JAXA との間で、大規模地震
発生の際に衛星を用いた大容量通信回線を優先的に国土地理院が利用できる「超高速
インターネット衛星きずなの災害時の利用に関する覚書」の締結に至った。
成果の公表状況については、特許等の出願はないが、論文賞等の受賞 2 件、研究報
告書への掲載 27 件、審査付き論文誌での掲載 3 件、審査なし論文誌での掲載 5 件、口
頭発表 35 件などとなっており、適切に公表が行われている。
以上から、本研究の目標はほぼ達成されている。
今後の課題としては、機動連続観測装置の通信の低コスト化、リアルタイム地殻変
動解析システム及び斜面崩壊等危険度判定システムの有効性検証などが挙げられる。
（２）自然災害の予測のための研究開発
本項目では、①地震、火山噴火等の自然災害の的確な予測に資するため、地殻活動
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の時空間変化とその特徴を把握するための研究開発、②ハザードマップへの高度な活
用に資するため、主題図の地形分類情報等を利用した、地域の災害に対する脆弱性の
評価の高精度化に関する研究が行われた。
①では、地殻変動データに基づくプレート間の固着状態の変化や火山活動の推移の
推定、事例研究やシナリオ作成を通じたこれら地殻活動の時空間変化の予測のための
基礎技術の研究開発を行った。
②では、ハザードマップへの高度な利用を目的とする主題図の地形分類情報や、新
旧の地理空間情報から把握した地形改変情報等を利用した地域の災害に対する脆弱性
の評価の高精度化に関する研究を行った。
本研究の成果としては、房総半島、東海地方、豊後水道におけるスロースリップの
時空間変化の特徴把握、伊豆大島、桜島、霧島山（新燃岳）における圧力源の時間変
化の定量的推定などが行われ、地殻活動監視業務に活用された。また、地形情報から
の盛土の相対的滑動崩落発生可能性を判定するシステムを開発し、国土交通省の宅地
耐震化事業に基づき実施される大規模盛土造成地の変動予測調査のガイドラインの解
説において標準的な参考手法のひとつとして掲載され、盛土の相対的な滑動崩落発生可
能性評価支援システムやそこで用いられている評価手法は、静岡県沼津市や埼玉県の宅
地耐震化事業において活用された。土地条件図の地形分類情報については、ハザード
マップに有効活用できるよう、必要な項目整理や新分類案の作成等が順調に進んでい
る。以上のことから目標はほぼ達成されたといえる。
成果の公表状況については、特許等の出願はないが、論文賞等の受賞 2 件、研究報
告書への掲載 21 件、審査付き論文誌での掲載 10 件、審査なし論文誌での掲載 15 件、
口頭発表 43 件などとなっており、適切に公表が行われている。
今後の課題としては、地殻活動の時空間変化予測に関する時間依存のインバージョ
ン手法を毎日のデータに使用するための解析手法の開発、火山地域の圧力源の位置の
変化まで追跡できるような手法の開発が必要である。また、滑動崩落発生可能性の判
定システムについては、海溝型地震では最適パラメータが異なる可能性があるため、
今後、さらなる検証とパラメータについての検討が必要である。
（３）防災に資する地盤変動・地形情報の抽出の高度化に関する研究開発
本項目では、①地盤変動の状況をより迅速かつ高精度に把握するため、SAR 等によ
る地盤変動の把握技術の高度化を図るための研究、及び、広域的から局所的までの地
盤変動情報を取得するため、他機関の GPS 観測結果を GEONET と統合的に解析し
整合した解を得るための研究開発、②写真判読の難しい地域における活断層を把握す
るため、航空レーザ測量による特定手法に関する研究開発が行われた。
①では、SAR 干渉画像中の大気遅延誤差の低減処理技術など SAR 干渉処理におけ
る複数の高度化技術が開発され、高精度地盤変動測量事業へ導入・利用された。また、
「地すべり監視のための SAR 干渉画像判読マニュアル」が作成・公表され、これに
基づき、地すべり地域の定常監視が行われるようになった。所期の想定を上回る技術
開発も行われ、高度化された技術を利用した地盤変動の解析においても多くの成果が
得られた。
また、一周波 GPS 受信機でも GEONET のルーチン解と整合した測位解を得られ
る GPS 統合解析システムを開発し、複数の外部機関の GPS 観測点を含めた地殻変動
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監視に利用されるようになった。大気擾乱による GPS 観測への影響評価システムが
開発され地殻変動監視事業で活用が始まった。十分な精度での SAR 衛星の軌道推定
技術が構築された。GPS 観測におけるマルチパス誤差の評価に関わる研究開発は、着
実かつ効率的に進捗している。また、干渉 SAR の電離層補正システムのプロトタイ
プの構築に関わる研究開発では、SAR 干渉画像に含まれる電離層遅延ノイズの補正手
法の試作が行われるなど着実かつ効率的に進捗している。
さらに、「くにかぜⅢ」に搭載の航空機 SAR 装置の大規模改修を実施し、観測の
機動性を向上させた。これにより浅間山、霧島山（新燃岳）及び桜島の火口の観測・
解析を実施し、火口の地形変化を詳細に把握することに成功し、火山噴火予知連絡会
等にも報告される等、防災への貢献度を高めた。
これらは国際論文等でも発表され、成果公表は、論文賞の受賞 1 件、審査付き論文
16 編、審査無し論文 18 編、口頭発表 104 件と充実した内容となっている。開発され
た成果は測地部の高精度地盤変動測量事業で利用されている。
②では、写真判読で特定の難しい活断層を抽出する手法が開発され、長井盆地西縁
断層帯周辺等の活断層情報整備事業や、2008 年岩手・宮城内陸地震を発生させた断層
の把握等で有効に活用された。活断層帯の位置精度向上については、GIS 等の利用で
精度は向上したとみられるが、定量的な評価までは至っていない。成果公表は審査無
し論文 4 編、口頭発表 9 件であるが、航空レーザ測量による DEM の陰影を加えた活
断層マップを Web 上に公開するなどの成果発信が行われている。
以上から、本研究の目標は概ね達成されている。特に①については、十分に目標を
達成している。
今後の課題として、①では「だいち」後継機である「だいち 2 号（ALOS-2）」の
実データを用いた実証、干渉 SAR の電離層補正システムのプロトタイプの構築、軌
道推定技術の ALOS-2 への適用、干渉 SAR 時系列解析等を用いた地盤変動計測の精
度向上に関する技術開発、総合的な電子基準点誤差の特性分析システムの構築、航空
機 SAR による観測・解析マニュアル等の整備、雲の影響を受けない SAR の特性を活
かして土砂災害へ対応範囲を拡大する技術開発が挙げられる。②では、研究成果が持
つ空中写真判読をサポートする優れた特性や利点を活かし、都市圏活断層図作成をは
じめとした地形判読調査業務等で幅広く活用されることが期待される。
３．４．地球と国土を科学的に把握するための研究
（１）地殻活動の解明に関する研究
本項目では、①日本列島周辺の地殻活動の解明、及び地震発生と準備過程の解明に
資するため、広域テクトニクスや地域ごとの詳細テクトニクスの把握、プレート境界
域・活断層周辺における地殻活動の特徴についての研究、②数値計算により地殻活動
メカニズムの特性を把握するための研究が行われた。
①については、日本列島周辺のプレート境界域でのひずみの蓄積・解放様式が着実
に解明され、個別の研究それぞれについて十分な成果が得られている。これらの成果
は、国際学術雑誌へも公表され、また政府の各種会議で利用されている。巨大地震前
に、日本海溝沿いのプレート境界面で固着のはがれが進行していたという解析結果を
報告していたことは特筆に値する。また、プレート境界の固着を効率的に推定するシ
ステムが構築され、西南日本のプレート境界の固着の変化を早期に把握することがで
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きるようになった。
さらに、国内外で発生した多くの内陸地震・海溝型地震について、発生メカニズム
やテクトニクスが解明され、Web での公表や各種委員会等への資料提出が速やかに行
われており、目標は達成されている。内陸地震の研究については、特定の断層帯や地
域（新潟県）を対象に、測地学・地震学・地質学等の知見を活かしつつ、地殻変動観
測から解析まで一貫した詳細な研究が行われた。プレート境界域と内陸域の応力伝達
機構に関しては、東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動を利用することにより、特定
の場所に集中するひずみの特徴が地下構造の不均質によって定性的に説明可能できる
ことが示されるなど、目標どおり進捗している。
②については、東北地方太平洋沖地震後の粘弾性緩和の影響が数十年以上にわたっ
て継続することが見込まれるなど、今後の地殻活動の評価にとって重要な知見が得ら
れた。また、GEONET による地殻活動イベントの検知能力の検討を着実に進展させて
いる。得られた成果は、地震発生前の前兆すべりの有無の議論や電子基準点喪失時の
復旧見込みの必要性の判断材料等に利用されている。
成果公表は、論文賞の受賞 1 件、審査付き論文 19 編、審査無し論文 7 編、口頭発表
48 編で、質・量ともに十分である。外国への成果の発信も有効に行われている。
研究体制については、平成 23 年東北地方太平洋沖地震後地殻活動が活発化し、余効
滑り等の解析や院外の会議への提出資料作成等にエフォートが割かれる中においても、
効率的に研究が進められ順調に成果を上げた。
予算については、特別研究課題経費の予算額は年々減少し、当初の計画どおりの観
測等はできない状況であるが、限られた予算で成果をあげた。
関係機関との連携については、海上保安庁他から海底地殻変動データの提供を受け
プレート境界面上の滑りの推定結果を共同で公表しているほか、東北大学、名古屋大
学と共同研究協定を締結して共同観測や研究打合せを行う等、関係機関との連携は的
確に行われた。
事業等への反映では、多くの成果が地震調査委員会等の会議で地殻活動の評価に活
用されている。
また、
平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う基準点成果改定範囲決定、
電子基準点等の配置・復旧優先度の判定、水準測量の実施、地殻活動把握のために効
果的な観測の立案等、事業に反映されている。
以上により、本研究は十分に目標を達成している。
今後の課題については、平成 23 年東北地方太平洋沖地震後の地殻変動・地殻活動の
監視を継続しつつ、粘弾性緩和やブロック運動などの長期的・広域的な地殻変動を解
釈するために必要なモデルの改良に取り組む必要がある。また、内陸地震の発生機構
の解明に関しては、微小な変動を抽出するための観測・解析手法の開発を進めるとと
もに、ひずみ集中帯のふるまいを定量的に明らかにするための研究に引き続き取組み、
日本列島のテクトニクスの理解を深めることが期待される。
（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に関する研究
本項目では、測地基準系のさらなる品質向上に資するため、地球表層流体の挙動や
固体地球との相互作用など地球ダイナミクスの解明や、それによる地殻の非定常な変
動の把握に関する研究が行われた。
本研究の成果としては、つくばの宇宙測地基準局における季節的上下変動機構を明

- 19 -

らかにし、GPS、水準測量、地下水位観測等を総合的に組み入れた監視手法が構築さ
れたほか、多様な変動を含む潮位観測について、中長期的な海面位変化と地盤上下変
動を抽出するために有効な平滑化手法が考案された。
地殻の非定常変動をモデル化し、
それを考慮した電子基準点についての測地基準系構築手法、及び全国 35 点の験潮場
における平均海面の地心位置と重力ポテンシャル値の推定に関する手法が開発された。
また、各験潮場の地殻変動、潮汐、気圧等の影響を取り除いた潮位データの一次ト
レンド成分を算出した結果、海面高度計（アルチメトリー）で見られる海面変動トレ
ンドの地域分布との類似性を確認した。得られた海面変動トレンドは、年間 mm 単位
の変動で、IPCC 第 4 次報告書にある海面変動トレンドと同じオーダーであった。結果
には一部地域分布が生じていて、黒潮等の海流の影響評価が課題として残っている。
これらの成果は、平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻上下変動に対応した水
準点成果の改訂にあたっての参考資料としても提供された。成果公表は、審査付き論
文 11 編、審査無し論文 9 編、口頭発表 21 件であった。高さ基準系を中心とした測地
基準系の構築・管理手法が開発される等、多くの研究成果が着実に生み出され、事業
で活用・貢献が行われた。
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、高さ基準系の高度化のために必要なさらに高精度な全国のジオ
イド・モデルの決定手法開発、地球の変形機構や世界測地系における日本列島の地殻
変動場とその変動機構の理解を進める研究が必要である。また、東北地方太平洋沖地
震等の巨大地震の後に生じる粘弾性緩和等、高さ基準系に与える影響の評価も必要に
応じて検討すべきである。
（３）地球と国土の環境・表層を科学的に把握するための研究
本項目では、①地球あるいは国土の表層の的確かつ科学的な把握に資するため、地
形・土地被覆等から地域の現状（災害脆弱性、環境等）を適切に評価するための研究、
②人為的インパクト等が土地被覆変化等の地球表層環境に及ぼす影響に関する研究を
実施した。
①では、航空レーザ測量による詳細な DEM から得られる地形量の傾斜及び凹凸度に
より斜面崩壊の定量的な危険度評価が概ねできることを確認するとともに、樹高など
の植生条件を考慮することでより整合的に説明できることを示した。DEM から Vs30
（表層地盤平均 S 波速度）を推定する手法を開発し、数値地図 50m メッシュ（標高）
から Vs30 マップを作成した。米軍写真により東南海地震等の終戦前後の地震による津
波等の被害状況の確認、斜面崩壊の図化、地形条件と被害の関係分析を行うとともに、
米軍空中写真の種類や標定事例について整理し、米軍空中写真の評定に関する事例集
の構築案を作成した。
平成 16 年新潟県中越地震の際に被害を受けた芋川地域において、
テフラ分析による段丘編年を行い、当該地域の隆起量を明らかにするとともに、地盤
災害と地殻変動との関係について分析した。小笠原硫黄島の火山地形調査を実施し、
詳細な段丘編年、火山編年を行い、現在の急激な隆起速度と約 5～6 百年前の摺鉢山噴
火の際の隆起速度が同程度であることを明らかにした。平成 20 年岩手・宮城内陸地震
における地表変化の計測を写真測量により行い、震源付近での平面位置と高さの変位
を明らかにし、震源断層が地表又は地表のごく近くまで達していたことを示した。平
成 23 年東北地方太平洋沖地震に関連し、土地利用別浸水範囲を明らかにし、データを
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迅速に公開した。また、MMS 計測データから比較的精度良く浸水高を取得できること
を明らかにするとともに、地形条件と浸水高・被害程度が対応することを示した。災
害状況を映したビデオを解析することにより、東北地表太平洋沖地震の津波の到達状
況、つくばの竜巻の軌跡の一部を明らかにした。また、面積と角の歪みの評価を最小
とする全球の地図投影法である最適全球図法を開発し、月の地形図の作成を行った。
②では、航空レーザ測量による詳細な DSM 及び DEM を用いて植生高や樹冠厚など
の植生三次元構造を把握する技術を開発した。また、植生三次元構造と DEM から解
析した地形分類との関係性を分析し、生物多様性保全計画のための基礎資料となる景
観生態学図を作成した。つくば市をモデルに時空間データセットを試作し、交通網開
通等による土地利用変遷の解析を行い、都市構造の変化を詳細に把握できることを示
すとともに、時空間データを配信できる時空間電子国土 Web を開発した。空中写真や
航空レーザ測量による DSM データを用いて、樹木や建物、それ以外の土地の利用の地
域をそれぞれ自動的に分離する手法を開発した。土地被覆情報の更新を行うためのモ
ニタリング手法について検討した。
これらの成果は、論文賞等の受賞 7 件、審査付き論文 28 編、審査無し論文 24 編、
口頭発表 153 編と充実した形で公表されており、適切である。
他機関との連携も適切に実施されており、良好な研究成果の達成に貢献した。
事業等への反映については、東日本大震災に関連して整理を行った土地利用別浸水
範囲が農林水産省等の行政機関の災害対応に活用されている。
以上から、本研究は目標を十分に達成している。
今後の課題としては、研究成果の事業等への反映をより一層進めるために、経済的
かつ効率的なデータ整備・更新手法の検討を進めることが必要である。

４．研究開発の推進方策に関する評価
４．１．評価の実施
個別研究については、新規課題、中間評価、終了時評価を内部評価委員会、研究評
価委員会測地・地理分科会を経て、研究評価委員会で評価を受け、また、評価を研究
者にフィードバックすることによって次の研究開発に繋げている。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、終了課題は終了時に行うことと
しており、終了時評価の結果を次の研究開発につなげるように実施している。
研究開発基本計画については、平成 24 年に中間評価を実施している。最終評価とし
ては、終了時に内部評価報告書（案）を作成して、平成 24 年中間評価、終了時の結果
を次期の研究開発基本計画の基礎としている。これらを基に事後評価を実施した。
４．２．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及び目標等について、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。これらの課題について、国土地理院として、年度ごとに調査研究年報
による報告、国土地理院技術報告会における発表を行っている。さらに、研究開発で
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得られた知見は、Web上で速やかに広く国民に向けて情報を発信した。
また、各重点研究開発課題を的確に進めるため、重点研究開発課題ごとに進捗管理
を行うとともに、重点研究開発課題においては、担当課室間の調整、評価用資料の取
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、関係各部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、関係者間の連携は主に分科会の活動により図られている。現状としては、分
科会ごとに活動度にばらつきがあり、事業と密接に関わる課題については活発に活動
が行われているが、中長期的な検討が必要な課題の中には活動が低調で情報交換に留
まっているものもある。研究連絡会議は年に 1 度開催し、分科会間の進捗の調整を図
っているものの、今後、国土地理院の研究開発基本計画が重点的な研究開発課題の特
定や、その成果の活用等を主たる目的として定めていることも勘案し、研究連絡会議
の役割・活動について、国土地理院の研究開発計画を推進する目的をもって活動する
ものとなるよう、再検討する必要がある。
４．３．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、Web で発信すると共に、積極的に学会発表、
論文投稿等を行っている。研究評価の結果は、国土地理院の Web において情報を発信
している。また、国土地理院報告会による発表や内部で行っている技術報告会での発
表、ほぼ毎月外部に公開して開催している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、地域で行われるシンポジウム、講演会、出前講座などにおいて研
究成果をアピールするなど、研究者のみならず、広く一般へ研究開発を分りやすく伝
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、成果の普及活動に努めることが必要である。また、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、院内担当部局、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報告する必要がある。
４．４．人材及び研究開発資金の確保
研究者の育成の観点から、文部科学省宇宙開発関係在外研究員として平成 25 年度ま
での 5 か年に 8 名の研究者を米国等に派遣している。また、国内外の学会等への参加・
発表を積極的に奨励している。
研究開発体制としては、地理地殻活動研究センターに所属する研究職は、ここ数年
増減はない。しかし、国土地理院全体として人員が減ってきており、効率的な研究開
発が求められた。また、研究者確保の方策として、5 年間に 12 名の部外研究員を受け
入れた。さらに、客員研究員として平成 21～22 年度に 2 名、平成 23～25 年度に 1 名
を受け入れている。海外からは、平成 18 年度から 21 年度にフランス国土地理院の職
員を客員研究員として受け入れた。
重点的資金として、特別研究経費は、総額ベースでは、平成 21 年度から 25 年度ま
での総額は約 4.9 億円となった。これは、平成 16 年度から 20 年度までの前計画の総
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額約 7.6 億円と比べても 4 割の減となっている。特別研究経費は、平成 17 年度をピー
クに漸減傾向にあり、今後は一層効率的な研究の実施が求められている。また、国土
交通本省予算である「建設技術の研究開発経費（総合技術開発プロジェクト）」にお
いては、平成 21 年度までは 2 課題、平成 22 年度からは 1 課題のプロジェクトに参画
している。
競争的資金としては文部科学省地震調査研究推進経費による研究 2 課題、科学研究
費補助金による研究 9 課題、環境研究総合推進費 1 課題に取り組んだ。しかし、平成
21 年度以降は文部科学省科学技術振興調整費への応募は国の機関からは行うことが出
来なくなり、競争的資金により実施している課題数は大幅に減少している。政府の予
算の動きから特別研究の予算は今後も漸減傾向が予想されるため、競争的資金の確保
に向けた取組を積極的に行う必要がある。
４．５．知的基盤の整備・活用
研究開発の成果に基づいて事業化された詳細標高データ、電子地形図 25000 等の地
理空間情報については、基本測量事業により整備が進められ、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ている。また、共同研究の枠組により、東海大学
が受信・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ている。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、院内外の研究者に広く活用されており、その研
究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ている。
４．６．関係機関との協力・連携及び国際的な連携の確保
関係機関と行う共同研究については、平成 21 年度から平成 25 年度末の 5 年間で、
延べ 2 つの国立研究機関、12 の大学、2 つの独立行政法人、20 の民間と共同研究協定
による共同研究を進めている。その中で、公募を行い民間も含めた共同研究としては、
平成 22、23 年度に「場所情報コードの利用技術に関する共同研究」、平成 25、26 年
度に「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」を実施してい
る。また、平成 22、23 年度に「地上画素寸法 0.5m 以下級の衛星画像を用いた地図作
成に関する共同研究」を行った。
また、つくばテクノロジー・ショーケースなど、産学官の連携のためのイベントに
参加している。
また、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についても引き続き推進しているとともに、ISCGM（地球
地図国際運営委員会）事務局や UN-GGIM-AP（国連地球規模の地理空間情報管理に関

- 23 -

するアジア太平洋地域委員会）事務局など、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、平成 21 年設立の GIAC（全地球測地観測システム（GGOS）機関間委員
会）への加盟や、平成 23 年 7 月に設立された UNCE-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）については設立の準備段階から積極的に関与する
など、新たな国際的な連携の構築にも貢献している。
また、平成 21 年度からの 5 か年に外国で行われた国際会議、学会等 105 件に延べ
214 人が参加し、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るが、海
外旅費の制約が厳しい中、国際会議の出席を優先せざるを得ず国際学会への参加は少
なくなっている。外国からの研究員の受入れについても、平成 21 年度に 1 名受け入れ
たのを最後に途絶えている。

５．まとめ
研究開発基本計画について、事後評価を示したが、これらをと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
東日本大震災により研究目標を新たに設定したり、修正しなければならない課
題があったが、それらについても柔軟に取り組むことができた。しかし、ICT の
急速な進歩など、ニーズと関連技術の変化にうまく対応ができなかった場面もあ
り、世の中の情勢及びその速度を見極める必要があった。研究成果の活用や情報
発信については、多くの成果が事業へ反映され、また総計で約 1,000 編以上の論
文公開や口頭発表を行われている。
・ 研究体制、予算の確保、他機関との連携等について
研究体制については、研究職については人員の削減はなかったが、国土地理院
全体の人員が削減されており、限られた人員の中で効率的に研究開発を行うこと
となった。財政の厳しい中、研究開発に必要な予算も漸減傾向であり、今後も同
様な傾向が考えられることから、効率的、効果的な研究開発を進めることが必要
である。また、外部の競争的資金にも応募し、研究資金を獲得してきたが、今後
もそれらを活用する必要がある。関係機関との連携については、限りある予算・
人材の有効利用という観点から引き続き推進するとともに、共同研究についても、
公募するなど透明性を確保しつつ、さらに積極的に推進することが必要である。
・ 計画の妥当性について
当初計画の妥当性については、研究評価委員会における中間評価において検討
し、東北地方太平洋沖地震による教訓などを鑑みて、一部、目標等を見直すなど
の対応を行った。その結果、情勢を踏まえた目標・内容となり、妥当なものとな
ったと考えられる。
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 2
6 年 4 月 25 日に、次期の研究開発基本計画を定めた。
次期計画を定めるにあたっては、
終了時に内部評価書（案）を作成し、次期計画に反映させるともに、本報告書の作成
とつなげている。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
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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。
政府としても科学技術の重要性がうたわれており、様々な分野で科学技術が日進月
歩の勢いで発展している。国土地理院としても臨機応変に重点を見定めつつ、柔軟な
姿勢で研究開発に取り組む必要がある。
また、国土地理院では従来から、行政施策の取組を的確に進めていくことを主たる
目的として研究開発を行っているが、研究開発が政策により結びつくように取り組む
ことが改めて認識されているところであり、技術的な研究開発にとどまらず、政策に
直結する研究についても取り組む必要がある。
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（３）次世代衛星測位時代を見据えた測量のあり方に関する研究開発
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３．防災に関する研究開発
（１）リアルタイム災害対応に資する研究開発
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地殻変動研究室、地理情報解析研究室、宇宙測地研究室、防災地理課、
地図情報技術開発室
４．地球と国土を科学的に把握するための研究
（１）地殻活動の解明に関する研究
地殻変動研究室
（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に関する研究
宇宙測地研究室、地殻監視課
（３）地球と国土の表層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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３．１）
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２．２）

２．１）

１．３）

１．２）

１．１）

効率性の評価

適切

概ね適切

やや不適

不適

必要性の評価

適切

概ね適切

やや不適

不適

研究開発予算の推移
年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度

特別研究経費 一般研究経費 総プロ経費 科振費 科研費補助金
115,309
23,334
189,423
0
4,750
114,772
23,308
118,507
0
6,214
94,329
29,088
100,240
0
1,513
87,583
23,677
101,324
0
2,100
81,808
23,670
120,470
0
1,700

その他
28,811
18,000
0
0
0

総額
361,627
280,801
225,170
214,684
227,648

特別研究経費

経費別年度ごとの推移

千円

一般研究経費
総プロ経費

500,000

総額
400,000

300,000

200,000

100,000

0
21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

研究開発課題の成果公表

賞の受賞数、論文の掲載数等
300

口頭発表数

250

審査無し論
文誌での掲
載数

200
審査付き論
文誌での掲
載数

150

研究報告書
100
特許、実用新
案等の出願、
承認数

50

0
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１．１）
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論文賞、奨励
賞等の受賞
数

（７）論文リスト
１．地理空間情報を円滑に整備・流通・活用するための研究開発
（１）標準化などにより地理空間情報を円滑に整備･流通･活用するための研究開発
（論文賞,特許等）
・ 鈴木啓，森下遊，雨貝知美，唐沢正夫（2010）：干渉SARを活用した効率的な地盤沈下監視の実施へ向
けた取り組み，平成22年度国土交通省国土技術研究会イノベーション部門②最優秀賞，2010/10/28．
・ Morishita, Y. and R. Hanssen (2013): Deformation parameter estimation in low-coherence areas
using a multi-satellite InSAR approach, APSAR 2013 Young Scientist Award, 2013/9/25.
（審査付き論文）
・ Morishita, Y. and R. Hanssen (2013): Deformation parameter estimation in low-coherence areas
using a multi-satellite InSAR approach, in proceedings of APSAR 2013.
・ Satoshi Abe, Isao Ueda, Hiroki Shirai, Katsuhiro Goto, Yoritoshi Ebina(2013):Geomagnetic
Surveys by the Geospatial Information Authority of Japan and the Contribution of the Kakioka
Magnetic Observatory, Data Science Journal, 12, G1-G8.
・ 建石隆太郎，Uriyangqai B.，Al-Bilbisi H.，Ghar M.A.，Tsendayush J.，小林利行，Kasimu A.，
Hoan N.T.，Shalaby A.，Alsaaideh B.，Tsevengee E. ，Gegentana A.，佐藤浩(2010): Production
of global land cover data - GLCNMO（地球規模土地被覆データの作成 － GLCNMO），International
Journal of Digital Earth，vol. 4，pp22-49
（審査なし論文・報告等）
・ 国土地理院企画部技術管理課（2013）：地理情報標準プロファイル（JPGIS）の意義，先端測量技術，
105号，pp.10-11
・ 森下遊，鈴木啓，雨貝知美，唐沢正夫，藤原みどり（2010）：干渉SARを活用した効率的な水準測量の
実施に向けた取り組み，国土地理院時報，第120集，17-22．
・ 鈴木啓（2011）：SAR干渉解析を活用した地盤沈下監視，建設マネジメント技術，2011.5, 53-57．
・ 山中雅之，森下遊，大坂優子（2013）：干渉SAR時系列解析による地盤沈下の検出，国土地理院時報，
第124集，1-14．
・ 森下遊，鈴木啓，小林知勝（2013）：干渉SAR時系列解析による微小な変位量で進行する地盤変動監視
の実用化へ向けて，国土地理院時報，第124集，125-132．
・ 兒玉篤郎，森下遊，宮原伐折羅，河和宏，海老名賴利，黒石裕樹（地理地殻活動研究センター）（201
3）：新しいジオイド・モデル「日本のジオイド2011+2000」の構築 ―中国・四国・九州地方における
ジオイド・モデルの改定―，国土地理院時報，124，73．
・ 石倉信宏，田上節雄，嵯峨諭，石原操（2010）：地磁気時空間モデルを使った2010.0年磁気図作成，
Conductivity Anomaly 研究会 2010年論文集，49-55.
・ 阿部聡・植田勲・高橋信雄・川原敏雄・田上節雄・石倉信広（東北地方測量部）（2011）：
磁気図2010.0年値の作成，Conductivity Anomaly 研究会論文集2011，75-79
・ 植田勲，阿部聡，後藤勝広，海老名賴利，白井宏樹，加川亮（2012）：国土地理院の提供する地磁気デ
ータの紹介と展望，Conductivity Anomaly研究会論文集2012，37-41
・ 阿部聡，森下一，小林勝博，海老名賴利（2013）：国土地理院による地磁気秒値データ提供の開始につ
いて，Conductivity Anomaly研究会論文集，46-49
・ 植田勲，阿部聡，後藤勝広，海老名賴利（2013）：磁気図2010.0年値の作成，国土地理院時報，123，
9-19．
・ 小清水寛,佐藤壮紀,首藤隆夫（2011）： 電子国土Webシステムによるオルソ画像の配信，国土地理院時
報，121集，pp.125-133
・ 岸本紀子，福島芳和，田中庸夫，中村孝之，乙井康成，高橋英尚，大宮清一，小島脩平，吉川正幸(200
9): Revision of Specifications for Global Map Version2（地球地図第２版整備のための仕様改訂に
ついて），国土地理院報告，第 57 巻，P45-62
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・ 福島芳和（2009）：Contribution of Global Mapping Project to Building SDI for Addressing
Global Challenges （全球規模の課題に取り組む空間データ基盤の構築のための地球地図プロジェクト
の貢献），GSDI11 World Conference（第 11 回全地球空間データ基盤世界会議）
・ 小荒井衛，永山透，福島芳和，梶川昌三，木佐貫順一，筒井俊洋，大宮清一，赤塚太，鵜生川太郎，小
島脩平，阿久津修（2009）：Global Map -Achievements and Issues of the One to One Million
Scale Global Geographic Datasets- (地球地図－縮尺 100 万分の 1 全球地理情報データセット概成
と今後の課題－），ICC(International Cartography Conference)2009（国際地図学会議 2009）
・ 福島芳和（2010）：Global Map –Basic Geospatial Information for tacking Global Challenges（地
球地図―地球規模の課題に対処するための基盤的地理空間情報），Earthzine，8/13 日号
・ 岸本紀子，福島芳和，乙井康成，中村孝之，高橋英尚，小島脩平，吉川正幸，大宮清一（2010）：
Application of the Global Map Data for Global Issues（地球地図データの地球規模の問題への利活
用），International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Technical
Commission Ⅷ Symposium（国際写真測量・リモートセンシング学会第８部会シンポジウム）
・ 飯村威，中村孝之，大塚力，鵜生川太郎，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹，谷田部好徳(2011)：地球地
図第２版整備のための国土地理院の取り組み，国土地理院時報，121集，p157-164
・ 福島芳和，中村孝之，谷田部好徳，高橋英尚，飯村威，岸本紀子，高木美穂，小島脩平，須賀正樹，吉
川正幸，小荒井衛，岡谷隆基(2011)：Global Mapping Activities for the Version2 Development and
its Applications(地球地図の第2版整備と利活用に関する取組)，ICC2011 (国際地図学会議2011)
・ 福島芳和，中村孝之，高橋英尚，岸本紀子，小島脩平(2011)：Application of Global Map for Global
Issues(地球規模の課題への地球地図の利活用)，GSDI12 WORLD CONFERENCE (第12回全地球空間データ
基盤世界会議)
・ 応用地理部（2012）：「「我々の求める未来」と地理空間情報－リオ＋20において地理空間情報及び地
球地図の重要性が認識－」, 月刊「測量」2012年9月号
・ 鵜生川太郎，中村孝之，大塚力，飯村威，岸本紀子，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹，小荒井衛，岡谷
隆基(2012)：Global Mapping project - applications and development of version 2 dataset(地球
地図プロジェクト - 第二版データセットの作成と利活用)，ISPRS（The XXII Congress of the
International Society of Photogrammetry and Remote Sensing）第22回国際写真測量リモートセンシ
ング学会
・ 福島芳和，中村孝之，大塚力，飯村威，岸本紀子，鵜生川太郎，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹（201
2）：The efforts toward development of Global Map（地球地図の整備に向けた取り組み），GSDI13
WORLD CONFERENCE（第13回全地球空間データ基盤世界会議）
・ 福島芳和，中村孝之，本嶋裕介，大塚力，高橋広典，植田摩耶，北浦一輝，大滝敦子，小荒井衛，岡谷
隆基(2013)：Global Mapping Activities for the Version2 Development and its Applications（－
地球地図の第３版整備に向けた取組み－），ICC2013 (国際地図学会議2013)
・ 須賀正樹，安藤暁史，鵜生川太郎，植田摩耶（2013）：Calculation of “Sea and Land Areas and
Their Ratio of Each Latitude Band” by Global Map Version 2（地球地図全球版第2版土地被覆デー
タを用いた世界各緯度帯の海陸の面積とその比の算出），国土地理院時報，124集，p95-98
・ 鵜生川太郎，安藤暁史，齋藤俊信，植田摩耶，山田晃子，須賀正樹(2013)：Steering Global Mapping
Project and Developing Global Map Version 2（地球地図プロジェクトの推進と地球地図第2版の整
備），国土地理院時報，124集，p133-138
（口頭発表）
・ 森下遊，鈴木啓，雨貝知美，藤原みどり，唐沢正夫（2009）：地盤沈下監視への干渉SARの利用，日本
測地学会第112回講演会，2009/11/06．
・ 鈴木啓，森下遊，雨貝知美，唐沢正夫（2010）：干渉SARを活用した効率的な地盤沈下監視の実施へ向
けた取り組み，平成22年度国土交通省国土技術研究会，2010/10/28．
・ 山中雅之，野口優子，宮原伐折羅，鈴木啓，小林知勝（2011）：干渉SARによる地盤沈下監視～フィル
ター処理が解析結果に与える影響～，日本測地学講演会第116回講演会，2011/10/27．
・山中雅之，野口優子，鈴木啓，宮原伐折羅，石原操（2011）：ALOS/PALSARを活用した地盤沈下の監視，
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第3回ALOS-2 / 3 ワークショップ，2011/11/17．
・ 森下遊（2013）：低コヒーレンス地域における複数衛星のInSAR結果を使用した変動量推定，日本地球
惑星科学連合2013年大会，2013/5/22．
・ 鈴木啓，宮原伐折羅，森下遊，小林知勝（2013）：SAR干渉解析を利用した関東地方における地盤変動
検出の試み，日本地球惑星科学連合2013年大会，2013/5/22．
・ Morishita, Y. and R. Hanssen (2013): Deformation parameter estimation in low-coherence areas
using a multi-satellite InSAR approach, APSAR 2013, 2013/9/25.
・ 森下遊（2013）：干渉SAR時系列解析による地盤変動監視の実用化へ向けて，日本測地学会第120回講演
会，2013/10/31．
・ 兒玉篤郎，森下遊（2011）：高精度化ジオイド・モデルがもたらす新たなGNSS測量の可能性－GNSS測量
による標高決定－，平成24年度国土交通省国土技術研究会
・ 兒玉篤郎，森下遊，宮原伐折羅，河和宏，黒石裕樹（地理地殻活動研究センター）（2013）：中国・四
国・九州地方における「日本のジオイド2011」の精度評価，測地学会第120回講演会
・ 本田昌樹(2010)：新しい日本重力基準網（JGSN2010）（仮称）の構築，日本地球惑星科学連合2010年大
会
・ 本田昌樹(2010)：重力基準網の構築，平成21年度東京大学地震研究所共同利用（研究集会）
・ 岡村盛司・菅原安宏・植田勲・千早昭二・川原敏雄(2011)：日本重力基準系2010（案）の提案：につい
て，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 阿部聡，森下一，小林勝博，海老名賴利（2012）：国土地理院の提供する地磁気データについて，第
132回地球電磁気・地球惑星圏学会
・ 乙井康成（2012）：地理空間情報の保存におけるデジタルジレンマ，国土地理院地理地殻活動研究セン
ター談話会．
・ 岡谷隆基，渡辺俊夫，永井博久，田中庸夫，佐藤潤（2013）：学校の地理教育における地図の利活用実
態調査，日本地理学会2013年春季
・ 小島脩平（2009）：Global Map Tells Us Changes of the World（地球地図が伝える世界の変容），日
本地球惑星科学連合 2009 年大会
・ 福島芳和（2009）：Contribution of Global Mapping Project to Building SDI for Addressing
Global Challenges （全球規模の課題に取り組む空間データ基盤の構築のための地球地図プロジェクト
の貢献），GSDI11 World Conference（第 11 回全地球空間データ基盤世界会議）
・ 岸本紀子（2009）：気候変動に対応するための地球地図の活用，アジアにおける温室効果ガスインベン
トリ整備に関するワークショップ(WGIA)第７回会合
・ 永山透，梶川昌三，筒井俊洋，杉原祐二，赤塚太，鵜生川太郎，小島脩平（2009）：地球地図を使った
地球環境の様々な表現方法の考察，平成 21 年度日本国際地図学会定期大会
・ 永山透，梶川昌三，筒井俊洋，杉原祐二，赤塚太，鵜生川太郎，小島脩平（2009）：地球地図「人口密
度・樹木被覆率・年間降水量の RGB 合成図」（平成21 年度日本国際地図学会定期大会）
・ 小荒井衛，永山透，福島芳和，梶川昌三，木佐貫順一，筒井俊洋，大宮清一，赤塚太，鵜生川太郎，小
島脩平，阿久津修（2009）：Global Map -Achievements and Issues of the One to One Million
Scale Global Geographic Datasets- (地球地図－縮尺 100 万分の 1 全球地理情報データセット概成
と今後の課題－），ICC(International Cartography Conference)2009（国際地図学会議 2009）
・ 中村孝之（2009）：Utilization of Global Map for Addressing Climate Change（気候変動対策のた
めの地球地図の利活用），国連気候変動枠組条約第 15 回締約国会議 日本国政府サイドイベント
「Japan's Efforts for International Cooperation on Climate Change」（気候変動に関する日本の
国際協力）
・ 小島脩平（2009）：Utilization of Global Map for GEOSS Societal Benefit Areas（GEOSS 社会的利
益分野における地球地図の利活用），第４回全球地球観測システム(GEOSS)アジア太平洋シンポジウム
・ 乙井康成（2009）：「地球地図プロジェクト」について，日本学術会議公開シンポジウム「陸域生態系
変動と土地利用変化の統合研究をめざして，日本学術会議
・ 永山透，福島芳和，梶川昌三，木佐貫順一，筒井俊洋，大宮清一，赤塚太，鵜生川太郎，小島脩平，阿
久津修(2009): 地球地図-100万分1地球地理データセットの成果と課題-，24th International
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Cartographic Congress (第24回国際地図学会議)
・ 岸本紀子(2010)：温室効果ガスインベントリのための地球地図の利用，アジアにおける温室効果ガスイ
ンベントリ整備に関するワークショップ(WGIA)第８回会合
・ 佐藤浩・小荒井衛・岩橋純子・中埜貴元(2010)：地球地図データを用いたネパール-パキスタン間のヒ
マラヤにおける地形と土地被覆の関係の解析，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 岸本紀子，中村孝之，乙井康成，高橋英尚，大宮清一，小島脩平（2010）：Visualization of
Environment and Human Activities by Global Map（地球地図による自然環境と人間活動の視覚化），
日本地球惑星科学連合 2010 年大会
・ 福島芳和，中村孝之，谷田部好徳，高橋英尚，飯村威，岸本紀子，高木美穂，小島脩平，須賀正樹，吉
川正幸，小荒井衛，岡谷隆基 (2011)：第２版整備とその応用のための地球地図の取り組み，
25th International Cartographic Congress (第25回国際地図学会議)
・ 中村孝之，高橋英尚，飯村威，岸本紀子，高木美穂，小島脩平，須賀正樹(2011)：地球地図第2版整備
の取組，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 飯村威，中村孝之，大塚力，鵜生川太郎，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹，谷田部好徳(2011)：地球地
図促進のための国土地理院の取組，地理情報システム学会第20回研究発表大会
・ 福島芳和，中村孝之，谷田部好徳，高橋英尚，飯村威，岸本紀子，高木美穂，小島脩平，須賀正樹，吉
川正幸，小荒井衛，岡谷隆基(2011)：Global Mapping Activities for the Version2 Development and
its Applications(地球地図の第2版整備と利活用に関する取組)，ICC2011 (国際地図学会議2011)
・ 中村孝之，大塚力，飯村威，岸本紀子，鵜生川太郎，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹(2012)：地球地図
で見る世界，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 福島芳和，中村孝之，高橋英尚，岸本紀子，小島脩平(2012)：地球規模の課題への地球地図の利活用
(Application of Global Map for Global Issues)，GSDI12 WORLD CONFERENCE (第12回全地球空間デー
タ基盤世界会議)
・ 鵜生川太郎，中村孝之，大塚力，飯村威，岸本紀子，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹，小荒井衛，岡谷
隆基(2012)：地球地図プロジェクト - 第二版データセットの作成と利活用 (Global Mapping project
- applications and development of version 2 dataset)，The XXII Congress of the International
Society of Photogrammetry and Remote Sensing (第22回国際写真測量リモートセンシング学会)
・ 福島芳和，中村孝之，大塚力，飯村威，岸本紀子，鵜生川太郎，中南清晃，本嶋裕介，須賀正樹（201
2）：The efforts toward development of Global Map（地球地図の整備に向けた取り組み），GSDI13
WORLD CONFERENCE（第13回全地球空間データ基盤世界会議）
・ 中村孝之，大塚力，高橋広典，鵜生川太郎，植田摩耶，本嶋裕介，北浦一輝，稗田かや(2013)：地球地
図第2版と精度検証，日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 福島芳和，中村孝之，本嶋裕介大塚力，高橋広典，鵜生川太郎，植田摩耶，山田晃子，本嶋裕介，北浦
一輝，稗田かや，小荒井衛，岡谷隆基(2013)：地球地図の第３版整備に向けた取組み (Activities for
Developing Global Map Version 3），26th International Cartographic Congress (第26回国際地図
学会議)
研究報告書 42編
（２）位置情報基盤の維持・管理・提供の高度化のための研究開発
（審査付き論文）
・ 宗包浩志・黒石裕樹・畑中雄樹・高島和宏・石本正芳（2010）：Groundwater-induced vertical
movementsin Tsukuba revisited: installation of a new GPS station（つくばにおける地下水起源の
上下変動の再検討：新しい観測点の設置），Earth Planets and Space，62(9)，711-715
・ 黒石裕樹（2012）：平均海面位変化と上下変動の検出に向けた験潮データの平滑化手法, 測地学会誌,
vol.58, 27-42
・ 黒石裕樹（2013 ）：Comparison of Latest Global and Regional Gravimetric Geoid Models with
GPS/leveling Geoidal Undulations over Japan （全球および日本の重力ジオイド・モデルとGPS/水準
ジオイド高との比較）, International Association of Geodesy Symposia 138, Reference Frames
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for Applications in Geosciences, Springer, 221-227
・ Munekane, H., Y. Kuroishi, Y. Hatanaka, K. Takashima, and M. Ishimoto (2010): Groundwaterinduced vertical movements in Tsukuba revisited: installation of a new GPS station（つくばに
おける地下水起源の上下変動の再検討：新しい観測点の設置）, Earth Planets Space, 62, 711-715.
・ Munekane, H.(2013): Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal
tilt of GPS monuments（GPSキネマティック時系列の水平成分に見られる，GPSモニュメントの熱傾斜
に伴う誤差について）, Journal of Geodesy, Volume 87, Issue 4, 393-401.
・ Munekane, H. (2012)：Coseismic and early postseismic slips associated with the 2011 off the
Pacific coast of Tohoku Earthquake sequence: The EOF analysis of GPS kinematic time series
（GPS キネマティック時系列のEOF解析により明らかになった，2011 年東北地方太平洋沖地震に関連す
る一連の地震に伴うすべり分布）, Earth Planets Space（地球・惑星・宇宙）, vol.64(No.12), 1077
-1091.
・ Munekane, H. (2013): Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal
tilt of GPS monuments（GPSキネマティック時系列の水平成分に見られる，GPSモニュメントの熱傾斜
に伴う誤差について）, Journal of Geodesy （測地学雑誌）, Volume 87, Issue 4, 393-401.
（審査なし論文・報告等）
・ Munekane, H, Y Kuroishi, Y Hatanaka, K Takashima, M Ishimoto, M Tobita (2009) An ultradeeply anchored GPS station in Tsukuba, Japan – preliminary report -（つくばにおける超深度固
定型GPS観測点の開発-序報）, Bulletin of the Geographical Survey Institute, 57, 11-17
・ 畑中雄樹，宗包浩志，石本正芳，高島和宏，黒石裕樹（2010）つくばの季節的上下変動：精密計測，機
構解明，およびその監視手法について，国土地理院時報，120，115-123
・ 山際敦史・檜山洋平・矢萩智裕・矢来博司・今給黎哲郎・黒石裕樹（2012）：Revision of Survey
Results of Control Points After the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake（2011 年
東北地方太平洋沖地震後の基準点測量成果の改定）, FIG Article of the Month November 2012（世界
測量者連盟今月の記事2012 年11 月号（オンライン誌））, 2012 年11 月1 日掲載, 12 月12 日最終更
新（http://www.fig.net/pub/monthly_articles/november_2012/november_2012_yamagiwa.html）
（口頭発表）
・ 宗包浩志，黒石裕樹，畑中雄樹，高島和宏，石本正芳（2009）：つくばにおける超深度固定型GPS観測
点の開発，日本地球惑星科学連合2009年大会
・ 栗原忍，重松宏実，小谷京湖，吉田賢司，高島和宏(2009)：つくばにおけるVLBI-GPS ローカルタイとI
TRF2008 への寄与，日本地球惑星科学連合2009年大会
・ 高島和宏(2009)：測地基準系の高度決定に向けたVLBI－GPS 統合解析手法の検討 その２，日本地球惑
星科学連合2009年大会
・ 小門研亮，福崎順洋，松坂茂，町田守人，重松宏実，高島和宏(2009)：The History of e-VLBI
Activities for GSI VLBI Stations（e-VLBI の歴史と国土地理院VLBI の活動），The 8th
International e-VLBI Workshop（第８回国際e-VLBI ワークショップ）
・ 三浦優司，栗原忍，松坂茂，重松宏実，小谷京湖，吉田賢司，高島和宏(2009)：姶良におけるVLBI-GPS
ローカルタイについて，日本測地学会第112 回講演会
・ 田上節雄，高島和宏，栗原忍，三浦優司，石原操(2009)：南極昭和基地におけるコロケーション，2009
年度VLBI 懇談会シンポジウム
・ 高島和宏，栗原忍，重松宏実，小谷京湖，吉田賢司(2009)：Tsukuba Co-location Survey 2008（2008
年つくばコロケーション測量），IAG 2009 Scientific Assembly （国際測地学協会2009 年科学会合）
・ 宗包浩志，黒石裕樹，畑中雄樹，高島和宏，石本正芳（2010）：国土地理院構内GPS連続観測局の上下
成分みかけ安定性評価，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 黒石裕樹，宗包浩志（2010）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－序報，日
本地球惑星科学連合2010年大会
・ 黒石裕樹，宗包浩志（2010）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－異なる潮
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位変化間のコヒーレンス，日本測地学会第114回講演会
・ 黒石裕樹（2011）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－東京湾近傍の海面上
昇速度，日本測地学会第116回講演会
・ 高島和宏(2011)：国内VLBI観測シミュレーションの試行，日本測地学会第116回講演会
・ 高島和宏(2012)：世界測地系における日本国内の位置基準監視の高度化に向けたVLBI-GPS 統合解析手
法の検討，日本測地学会第118回講演会
・ 黒石裕樹(2012)：・GPS／験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－平滑化海面位の楕
円体高変化－，日本測地学会第118回講演会
・ 畑中雄樹（2009）：GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について，測地学会第112回講演会
・ 石本正芳（2010）：数値気象モデルによる測位誤差シミュレーション結果の整合性評価，日本地球惑星
科学連合2010年大会
・ 石本正芳（2010）：気象庁メソ数値予報モデルに基づく局所最適化マッピング関数の評価，測地学会第
114回講演会
・ 畑中雄樹（2011）： GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について（その2），測地学会第116
回講演会
・ 畑中雄樹（2011）：精密基線解析のための電離層遅延補正モデル生成の一手法，測地学会第116回講演
会
・ 石本正芳（2011）：高分解能数値気象モデルを用いて再現された測位誤差について，日本地球惑星科学
連合2011年大会
・ 石本正芳（2011）：数値気象モデルにより再現された測位誤差とその原因について，測地学会第116回
講演会
・ 石本正芳（2012）：高分解能数値気象モデルを用いた大気遅延誤差診断の有効性，日本地球惑星科学連
合2012年大会
・ 畑中雄樹（2012）： GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について（その2），測地学会第118
回講演会
・ 宗包浩志（2012）：キネマティックGPS時系列に含まれる電子基準点の熱傾斜に伴う水平測位誤差につ
いて，測地学会第118回講演会
・ 石本正芳（2013）：GEONETにおける大気擾乱の影響評価システムの構築，日本地球惑星科学連合2013年
大会
・ 宗包浩志（2013）：GEONETデータを用いた「だいち」SAR干渉画像の電離層補正手法の開発（序報），
日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 宗包浩志 (2011)：主成分分析による東北地方太平洋沖地震の前震の余効変動の評価. 日本測地学会第1
16回講演会.
・ 宗包浩志 (2012)：GPSキネマティック時系列のEOF解析により明らかになった，2011年東北地方太平洋
沖地震に関連する一連の地震に伴うすべり分布. 日本地球惑星科学連合2012年総会.
・ 宗包浩志 (2012)：キネマティックGPS時系列に含まれる電子基準点の熱傾斜に伴う水平測位誤差につい
て. 日本測地学会第118回講演会.
・ Munekane, H. (2013)：Thermal tilts of GPS monuments : a case study of the Japanese GEONET
monuments. IAG Scientific Assembly.
研究報告書 26編
（３）基盤的な地理空間情報の整備・管理・提供の高度化のための研究開発
（論文賞,特許等）
・ 神谷泉，斉藤元也：ALOS PRISM画像のJPEGノイズ低減処理，日本リモートセンシング学会優秀論文発表
賞，平成21年5月21日.
（審査付き論文）
・小荒井衛，中埜貴元(2013)：地理空間情報の時空間化の検討とつくば市における試作，GIS-理論と応用，
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21， 1， 1-7
（審査なし論文・報告等）
・中埜貴元，小荒井衛（2011）：中縮尺レベルの地理空間情報の時空間化に関する検討，国土地理院時報，
第121集， 51-61
・ 乙井康成，神谷泉，小荒井衛(予定)：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
（口頭発表）
・ 水谷千亜紀，小荒井衛，中埜貴元（2009）：筑波研究学園都市を事例とした土地利用遷移分析，日本地
球惑星科連合2009年大会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2009）：地理空間情報の時空間化についての検討，日本国際地図学会平成21年度
定期大会
・ 中埜貴元，小荒井衛（2009）：地理空間情報の時空間化に関する検討，CSIS DAYS 2009 全国共同利用
研究発表大会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2010）：地理空間情報を時空間化することの意味，2010年日本地理学会春季学術
大会
・ 水谷千亜紀，小荒井 衛，中埜 貴元（2010）:土地利用ポリゴンデータに基づいた土地利用遷移分析．
日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2010）：つくば市内の時空間データセットの試作と任意時間断面の描画，日本国
際地図学会平成22年度定期大会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2010）：つくば市の時空間データセットを用いた交通網と沿線土地利用の時空間
解析，地理情報システム学会第19回研究発表大会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2010）：時空間データセットを用いたTX沿線の土地利用変化の特徴― つくば市T
X研究学園駅周辺の事例 ―，CSIS DAYS 2010 全国共同利用研究発表大会
・ 小荒井衛（2010）：地理空間情報の時空間化の検討，第75会国土地理院地理地殻活動研究センター談話
会
・中埜貴元，小荒井衛(2011)：時空間データセットから抽出した土地利用データによる土地利用変遷分析，
2011年日本地理学会春季学術大会
・ 水谷千亜紀，小荒井 衛，中埜貴元(2011)：ポリゴン型土地利用データを用いた遷移過程の分析，日本
地球惑星科学連合2011年大会
・ 中埜貴元，小荒井衛(2011)：XML形式時空間データセットからの地形図描画ツールの開発，日本国際地
図学会平成23年度定期大会
・ 水谷千亜紀，Greger, K. ，Estoque, R.・Munthali, K. ，小荒井衛，中埜貴元(2011)：生存期間に着
目した土地利用の時空間分析，地理情報システム学会第20回研究発表大会
・ 小荒井衛，中埜貴元，村山祐司，水谷千亜紀 （2012）：つくば市の時空間地理情報によるＴＸ沿線の
土地利用解析，TXテクノロジー・ショーケースinつくば
・ 小荒井(2010)：地理空間情報の時空間化の検討，国土地理院地理地殻活動研究センター談話会
・ 小荒井衛，中埜貴元（2011）：時空間地理情報の時空間電子国土webシステムによる配信，日本地球惑
星科学連合2011年大会
・ 乙井康成（2011）：公共的屋内空間における三次元GISデータの効率的整備方法の開発について，国土
地理院地理地殻活動研究センター談話会
・ 乙井康成，神谷泉，小荒井衛（2012）：設計図から作成した屋内空間の三次元GISデータの精度につい
て，地理情報システム学会第21回GISA学術研究発表大会
・ 乙井康成，神谷泉，小荒井衛（2012）：設計図から作成した三次元GISデータの精度検証，CSIS DAYS 2
012 全国共同利用研究発表大会
・ 乙井康成，神谷泉，小荒井衛（2013）：既存資料の活用による効率的な屋内三次元GISデータ作成のた
めのマニュアル案の作成，国土地理院地理地殻活動研究センター談話会
・ 乙井康成（2013）：設計図等を活用した３次元地理空間情報の構築とその問題点，G空間EXPO 2013シン
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ポジウム「３次元地理空間情報の展望」
・ 乙井康成，神谷泉，小荒井衛（2014）：既存資料の活用による効率的な屋内三次元GISデータ作成のた
めのマニュアル案の作成，土木学会第19回地下空間シンポジウム（発表予定）
・ 出口智恵，島田久嗣，伊藤裕之（2010）：基盤地図情報の更新と地方公共団体における地図整備の連携
について，日本地球惑星科学連合2010年大会予稿集, HTT032-03．
・鈴木伴英，賀川義昭，南秀和(2011)：WorldView-1/2衛星画像から作成したオルソ画像の位置精度評価，
日本写真測量学会平成23年度年次学術講演会．
・ 峰島貞治，中田晃司，李雲慶，新本圭一，井出順子，渡部金一郎(2011)：GeoEye-1オルソ画像製品の位
置正確度評価，日本写真測量学会平成23年度秋季学術講演会．
・ 小荒井衛，中埜貴元，峰島貞治，中田晃司，賀川義昭，鈴木伴英（2011）：地上画素寸法 50cm 以下
級衛星画像を用いた地物判読性能の検討，日本写真測量学会平成 23 年度秋季学術講演会．
・ 小荒井衛，中埜貴元，峰島貞治，中田晃司，賀川義昭，鈴木伴英（2011）
：2011 年東北地方太平洋沖
地震の災害状況を事例にした地上解像度 50cm 以下級の光学衛星画像による災害状況判読特性の検討
（予報）
，日本リモートセンシング学会第 51 回学術講演会．
・ 小荒井衛，中埜貴元，峰島貞治，中田晃司，賀川義昭，鈴木伴英（2011）
：50cm 解像度光学衛星画像
による判読－地図作成のための地物の判読と災害状況把握のための判読－，第 3 回 ALOS-2/3 ワーク
ショップ．
研究報告書 18編
２．次世代の高度な地理空間情報活用社会の実現のための研究開発
（１）暮らしを豊かにする地理空間情報の高度活用技術に関する研究開発
（特許,実用新案等の出願,登録）
・ 神谷泉：移動体の位置の計測方法，特許第4431797号，平成22年1月8日登録．
・ 神谷泉：無線ＬＡＮ測位とＧＰＳ測位とを併用した移動体の連続的測位方法及び装置，並びに移動体の
連続的測位プログラム，特許第4631064号，平成22年11月26日
（審査付き論文）
・ 神谷泉・小荒井 (2010) ：衛屋内外シームレス測位のための電子タグテープの開発と測位実証実験，
GIS－理論と応用，vol.18，No.1，pp73-78．
（審査なし論文・報告等）
・ 神谷 泉(2010)：シームレス測位技術の動向，写真測量とリモートセンシング，vol.49，No.1，pp.41-4
4．
・ 測地部（2011）：新しい位置情報基盤の整備‐位置情報点と場所情報コード‐, 人と国土21 3月号,
pp. 18-19．
・ 山際敦史（2010）：新たな位置情報基盤を担う位置情報点と場所情報コード, 建設マネジメント技術
2010年7月号, pp. 28-31．
（口頭発表）
・ 市川隆一，高島和宏，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，Thomas Hobiger(2009)：
Fundamental Research about the Space-time Information Certification using VLBI Correlation
Technique（VLBI 相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究），The 8th
International e-VLBI Workshop （第8回国際eVLBIワークショップ）．
・ 高島和宏，市川隆一，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，ホビガー トーマス(200
9)：VLBI 相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究，日本測地学会第112 回講演
会．
・ 高島和宏，市川隆一，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，ホビガー トーマス(200
9)：VLBI 相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究，VLBI懇談会シンポジウム．
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・ 高橋保博（2010）：地理空間情報活用のための新たな位置情報基盤，第39回国土地理院報告会開催報告
・ 稲葉和雄（2010）：位置情報点・場所情報コードについて, TRONSHOW2011．
・ 稲葉和雄（2010）：場所情報コードの標準化と利活用の促進について, 可視光通信コンソーシアム普及
促進委員会．
・ 小牧和雄（2010）：新しい位置情報基盤の整備－位置情報点と場所情報コード－, TRONSHOW2011．
・ 高橋保博（2010）：場所情報コードによる新しい位置情報基盤の整備, 第７回国土交通分野（行政及び
所管産業）におけるＩＴによる生産性・サービス向上のための勉強会．
・ 檜山洋平（2010）：場所情報コードの標準化と利活用の促進について, IS-QZSSユーザミーティング
(IMES 関連) ．
・ 山際敦史（2010）：場所情報コードによる新しい位置情報基盤の整備, 第２回トロン／ユビキタス技術
研究会．
・ 山際敦史（2010）：Establishment of Location Information Platform with ucode（ucodeによる位置
情報基盤の整備）, Internet of Things 2010 Conference（モノのインターネット2010年大会）．
・ 山際敦史（2011）：新しい位置情報基盤の整備－位置情報点と場所情報コード－,IMESコンソーシアム
設立記念講演会．
・ 高島和宏，市川隆一，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，ホビガー トーマス(201
1)：時空情報正当性検証データ取得ユーザ端末の開発，第10回IVS 技術開発センターシンポジウム．
・ 高島和宏，市川隆一，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，ホビガー トーマス(201
1)：VLBI 相関処理技術を利用した時空情報正当性検証システムの開発，日本地球惑星科学関連学会201
1大会
・ Toru KAJIWARA, Fujinobu TAKAHASHI, Kazuhiro TAKASHIMA, Ryuichi ICHIKAWA, Toshimichi OTSUBO,
Yasuhiro KOYAMA, Mamoru SEKIDO, Thomas HOBIGER, Hiroshi TAKIGUCHI(2012): Development of the
space-time information justification verification system of the GNSS satellite using VLBI
correlation, 地球惑星科学連合2012 年大会．
・ 高島和宏，市川隆一，高橋冨士信，大坪俊通，小山泰弘，関戸衛，瀧口博士，ホビガー トーマス(201
2)：VLBI相関処理技術を利用した時空情報正当性検証に関する基礎研究，第56回宇宙科学技術連合講演
会
・ 山際敦史（2012）：位置情報をもっと身近に－次世代の位置情報サービスを支える基盤整備－, 第41回
国土地理院報告会．
・ 山際敦史（2012）：場所情報コードによる位置情報基盤, 震災復興と測量杭シンポジウム．
・ 山際敦史（2012）：新たな位置情報基盤－位置情報点と場所情報コードについて－, 場所情報コードの
利用技術に関する共同研究報告会．
・ 山際敦史（2013）：場所情報コードの利活用研究の進捗状況, 第7回IS-QZSSユーザミーティング(IMES
関連)．
・ 山際敦史（2013）：新たな位置情報基盤－位置情報点と場所情報コードについて－, 第22回都市経営基
盤研究会．
・ 山際敦史（2013）：場所情報コードについて, 第11回O&M勉強会．
研究報告書 10編
（２）測量・地理空間情報を取り巻く最先端技術に関する研究開発
（審査なし論文・報告等）
・ 石井敦利, 市川隆一, 瀧口博士, 岳藤一宏, 氏原秀樹, 小山泰弘, 近藤哲朗, 栗原忍, 三浦優司, 松坂
茂, 谷本大輔 (2010): Current Status of the Development of a Transportable and Compact VLBI
System by NICT and GSI (NICTとGSIによる可搬型小型VLBIシステムの開発の現状), In D. Behrend
and K. Baver (eds.): VLBI2010: From Vision to Reality IVS 2010 General Meeting Proceedings
(2010年IVS総会集録), NASA/CP-2010-215864, 55-59.
・ 松坂茂, 栗原忍, 関戸衛, T. Hobiger, R. Haas, J. Ritakari, J. Wagner (2010): Ultra-rapid dUT1
Measurements on Japan-Fennoscandian Baselines – Application to 24-hour Sessions (日本－フェ
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ノスカンジナビア基線による迅速dUT1計測 – 24時間セッションへの適用), In D. Behrend and
K. Baver (eds.): VLBI2010: From Vision to Reality IVS 2010 General Meeting Proceedings (2010
年IVS総会集録), NASA/CP-2010-215864, 143-147.
・ 関戸衛, 岳藤一宏, 木村守孝, T. Hobiger, 小門研亮, 農澤健太郎, 栗原忍, 秦野拓哉, 高橋冨士信
(2010): Development of an e-VLBI Data Transport Software Suite with VDIF (VDIFに適したe-VLBI
データ転送ソフトウェアの開発), In D. Behrend and K. Baver (eds.): VLBI2010: From Vision to
Reality IVS 2010 General Meeting Proceedings (2010年IVS総会集録), NASA/CP-2010-215864, 410-4
14.
・ 農澤健太郎, 重松宏実, 小門研亮, 栗原忍 (2009): Data processing and analysis tools for ultrarapid UT1 measurement (迅速UT1計測のためのデータ処理・解析ツール), IVS NICT Technology Devel
opment Center News 2009 (IVS NICT技術開発センターニュース2009), 30, 33-35.
・ 川畑亮二, 栗原忍, 黒田次郎, 石原操, 小門研亮, 市川隆一, 瀧口博士, 岳藤一宏, 木村守孝, 小山泰
弘, 石井敦利, 三浦優司, 農澤健太郎, 谷本大輔 (2011): Geodetic VLBI Observations by Compact
Antennas (小型アンテナを用いた測地VLBI観測), IVS NICT Technology Development Center News
(IVS NICT技術開発センターニュース2009), 32, 26-27.
・ 小門研亮, 栗原忍, 川畑亮二, 農澤健太郎, 谷本大輔 (2011): Ultra-rapid dUT1 measurement with
high-speed network (高速ネットワークによる迅速dUT1計測), IVS NICT Technology Development
Center News (IVS NICT技術開発センターニュース2009), 32, 28-31.
・ 石井敦利, 市川隆一, 瀧口博士, 岳藤一宏, 小山泰弘, 栗原忍, 小門研亮, 谷本大輔(2009): Geodetic
VLBI Experiments by a Small VLBI Antenna with a Broad-band Feed (広帯域フィードを搭載した小
型VLBIアンテナによる測地VLBI実験), IVS NICT Technology Development Center News 2009
(IVS NICT技術開発センターニュース2009), 30, 30-32.
・ 栗原忍, 小門研亮 (2009): Ultra-Rapid UT1 Experiment Using e-VLBI Technique (e-VLBI技術を用い
た迅速UT1実験), Bulletin of the Geographical Survey Institute (国土地理院報告), 57, 35-43.
・ 川畑亮二, 小門研亮, 栗原忍, 農澤健太郎 (2011): Ultra-rapid実験におけるdUT1解の即時導出, 2010
年度VLBI懇談会シンポジウム集録, 46-49.
・ 石井敦利, 市川隆一, 岳藤一宏, 小山泰弘, 栗原忍, 高野和友, 福崎順洋, 三浦優司, 谷本大輔 (201
0): 1m級アンテナを用いた基線場検定用VLBIシステム(MARBLE)の開発状況, 2009年度VLBI懇談会シンポ
ジウム集録, 89－91
・ 石井敦利, 市川隆一, 瀧口博士, 小山泰弘, 栗原忍 (2010): 小型アンテナ同士の基線に於ける新しい
VLBI基線測位法の検証, 2009年度VLBI懇談会シンポジウム集録, 48－50
（口頭発表）
・ 市川隆一, 石井敦利, 瀧口博士, 木村守孝, 栗原忍(2009): MARBLE (Multiple Antenna Radiointerferometry for Baseline Length Evaluation): Development of a compact VLBI system for
calibrating GNSS and electronic distance measurement devices (MARBLE: GNSS及び光波測距儀の検
定のための小型VLBIシステムの開発), The XXV IUGG General Assembly (第25回IUGG総会)
・ 川畑亮二, 小門研亮, 栗原忍, 農澤健太郎 (2010): Ultra-rapid実験におけるdUT1解の即時導出, 日本
測地学会第114回講演会 (京都大学宇治キャンパス)
・ 市川隆一, 石井敦利, 瀧口博士, 岳藤一宏, 氏原秀樹, 小山泰弘, 近藤哲朗, 栗原忍，三浦優司, 谷本
大輔 (2010): 距離基準超小型 VLBI システムによる測地観測成果, 日本測地学会第114回講演会 (京都
大学宇治キャンパス)
・ 小門研亮, 栗原忍, 川畑亮二, 農澤健太郎, 谷本大輔 (2011): 高速ネットワーク回線を用いた地球自
転速度の即時算出, 日本地球惑星科学連合2011年大会 (幕張メッセ国際会議場), 測地学一般
・ 川畑亮二, 栗原忍, 黒田次郎, 石原操, 小門研亮, 市川隆一, 瀧口博士, 岳藤一宏, 木村守孝, 小山泰
弘, 石井敦利, 向井泰子, 谷本大輔, 農澤健太郎 (2011):極小アンテナによる測地VLBI 観測の成果,
日本地球惑星科学連合2011年大会 (幕張メッセ国際会議場), 測地学一般
・ 小門研亮, 栗原忍, 川畑亮二, 農澤健太郎 (2011): VLBI相関処理の高速化とリアルタイムデータ処理,
日本測地学会第116回講演会 (高山市文化会館)
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・ 石井敦利, 瀧口博士, 市川隆一, 小山泰弘, 栗原忍 (2009): 小型アンテナ同士の基線に於ける新しい
VLBI 基線測位法の検証 その 2, 日本測地学会第112回講演会 (産業技術総合研究所共用講堂)
・ 石井敦利, 市川隆一, 瀧口博士, 岳藤一宏, 小山泰弘, 栗原忍, 高野和友, 福崎順洋, 三浦優司, 谷本
大輔 (2009): 1m 級アンテナを用いた基線場検定用VLBIシステム(MARBLE)の開発状況 その 3, 日本測
地学会第112回講演会 (産業技術総合研究所共用講堂)
・ 谷本大輔, 農澤健太郎, 向井泰子, 栗原忍, 小門研亮, 関戸衛，ホビガー・トーマス (2009):国土地
理院における Ultra-rapid dUT1 計測への取り組み, 日本測地学会第112回講演会 (産業技術総合研究
所共用講堂)
・ 福﨑順洋，石原操，黒田次郎，栗原忍，小門研亮，川畑亮二(2012): Specification of a New
Antenna for VLBI2010 to be constructed in Japan（日本に建設予定のVLBI2010対応新アンテナの仕
様），国際VLBI事業 VLBI2010技術仕様ワークショップ（IVS VLBI2010 TecSpec）
・ 福﨑順洋，石原操，黒田次郎，栗原忍，小門研亮，川畑亮二(2012): New Project for constructing
VLBI2010 Antenna in Japan（日本におけるVLBI2010対応新アンテナ建設計画），国際VLBI事業 第７
回総会（7th IVS General Meeting）
・ 小門研亮，栗原忍，川畑亮二(2012): Recent Activities of Tsukuba Correlator/Analysis Center
（つくば相関局／解析センターの最近の活動），国際VLBI事業 第７回総会（7th IVS General
Meeting）
研究報告書 6編
（３）次世代衛星測位時代を見据えた測量のあり方に関する研究開発
（審査なし論文・報告等）
・ Hiromichi TSUJI, Kohei MIYAGAWA, Kazunori YAMAGUCHI, Toshihiro YAHAGI, Kenichi OSHIMA,
Hiromi YAMAO and Tomoaki FURUYA(2013):Modernization of GEONET from GPS to GNSS,Bulletin of
GSI(Vol.61)
・ 辻宏道，宮川康平，山口和典，矢萩智裕，大島健一，山尾裕美，古屋智秋(2013)：電子基準点のGNSS対
応,国土地理院時報 No.124
・ 国土地理院企画部技術管理課（2013）：公共測量作業規程準則における公共測量でのGNSSの利用方法と
その技術的背景，「写真測量とリモートセンシング」Vol.52，No.3，2013，pp. 110-113
・ 藤原 智（2010）：準天頂衛星による高精度補正に関する技術開発，みちびきプレスキット
・ 矢萩智裕，矢来博司，豊田友夫，吉田賢司，畑中雄樹，辻宏道（国土地理院），和田晃（日立造船株式
会社）（2010）：準天頂衛星のLEX信号による測位補正情報を用いた測位技術の開発，GPS/GNSSシンポ
ジウム2010予稿集，p211-216，測位航法学会
・ 矢萩智裕，矢来博司，豊田友夫，吉田賢司（2010）：準天頂衛星からの高精度測位補正情報による精密
測量の技術実証実験について，第54回宇宙科学技術連合講演会予稿集，p93-100
・ 豊田友夫，矢萩智裕，吉田賢司，矢来博司，辻宏道，古屋智秋（2011）：準天頂衛星システム技術実証
（LEX測位補強測量用実験），GPS/GNSSシンポジウム2011予稿集，p54-59，測位航法学会，
・ 古屋智秋，酒井和紀，万所求，辻宏道，宮川康平，畑中雄樹，宗包浩志，川元智司（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)，159-164．
（口頭発表）
・ 飯村友三郎（2011）：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－，第40回
国土地理院報告会
・ 田崎昭男（2013）：公共測量作業規程の準則の一部改正，第42回国土地理院報告会
・ 第４２回国土地理院報告会「スマート・サーベイ・プロジェクト（SSP）の取り組み ～GNSSを活用し
た測量業務の効率化～」
・ 平成２５年度国土技術研究会「測量の効率化・低コスト化を実現 ～衛星測位と電子基準点の新活用法
～」
・ 矢来博司（2010）：準天頂衛星「みちびき」による高精度測位補正情報技術，第39回国土地理院報告会
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・ 矢萩智裕，矢来博司，豊田友夫，吉田賢司，畑中雄樹，辻宏道（国土地理院），和田晃（日立造船株式
会社）（2010）：準天頂衛星のLEX信号による測位補正情報を用いた測位技術の開発，GPS/GNSSシンポ
ジウム2010
・ 矢萩智裕，矢来博司，豊田友夫，吉田賢司（2010）：準天頂衛星からの高精度測位補正情報による精密
測量の技術実証実験について，第54回宇宙科学技術連合講演会
・ 辻宏道，矢来博司，豊田友夫，矢萩智裕，畑中雄樹（2010）：マルチGNSS測量の課題と可能性，日本測
地学会第114回講演会
・ 矢萩智裕, 吉田賢司, 豊田友夫, 矢来博司, 辻宏道, 畑中雄樹, 宗包浩志, 黒石裕樹（2011）：「みち
びき」からの測位補正情報を用いた測位手法の開発及び測量作業への適用について, 日本地球惑星科学
連合2011連合大会
・ 辻宏道, 矢来博司, 豊田友夫, 矢萩智裕, 吉田賢司, 畑中雄樹, 宗包浩志（国土地理院），小暮聡, 山
下二郎, 三好基之,館下博昭, 若林野花（宇宙航空研究開発機構）, 高須知二（東京海洋大学）（201
1）：準天頂衛星「みちびき」の測量利用に向けて－基線場におけるGPS補完機能の実証実験－, 日本地
球惑星科学連合2011連合大会
・ 矢来博司（2011）：準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発, 第40回国土地理院報告会
・ 豊田友夫，矢萩智裕，吉田賢司，矢来博司，辻宏道，古屋智秋（2011）：準天頂衛星システム技術実証
（LEX測位補強測量用実験），GPS/GNSSシンポジウム2011
・ 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，酒井和紀，万所求，辻宏道，山口和典，宮川康平，矢萩智裕，畑中雄樹，宗包浩志，川元智
司（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，酒井和紀，万所求，辻宏道，山口和典，川元智司，宮川康平，矢萩智裕，畑中雄樹，宗包浩
志（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．
・ 古屋智秋，酒井和紀，万所求，辻宏道，平井英明，川元智司，宮川康平，宮原伐折羅，畑中雄樹，宗包
浩志（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．
・古屋智秋，酒井和紀，辻宏道，川元智司，豊田友夫，森下一，矢萩智裕，平井英明，石川典彦，根本悟，
宮川康平，宮原伐折羅，畑中雄樹，宗包浩志（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，辻宏道，豊田友夫，森下一，矢萩智裕，川元智司，酒井和紀，畑中雄樹，宗包浩志
（2012）：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について，日本地球惑
星科学連合2012年大会．
研究報告書 15編
３．防災に関する研究開発
（１）リアルタイム災害対応に資する研究開発
（論文賞,特許等）
・ 平成25年度国土交通省国土技術研究会ポスターセッション部門最優秀賞
・ 「きずな」(WINDS)の基本実験終了に伴い，利用促進に貢献した機関として宇宙航空研究開発機構
(JAXA)から平成23年6月に感謝状を授与
（審査付き論文）
・ 平岡喜文・横川正憲・根本盛行・村山盛行・武山峰典（20121）：次世代衛星携帯電話を利用したGPS火
山変動リモート観測装置(REGMOS-Hybrid)の開発, 測地学会誌, 第57巻第4号（掲載予定），173-180
・ 神谷泉・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛（2012）：地震による斜面崩壊危険度評価判別式「六甲式」の
改良と実時間運用，写真測量とリモートセンシング，vol.51，no.6，381-386．なし
・ 神谷泉（2013）：サーバーPINGマップによる異常事態の把握．GIS-理論と応用， vol.21， no.1， 2934．古屋智秋，辻宏道，豊田友夫，森下一，矢萩智裕，川元智司，酒井和紀，畑中雄樹，宗包浩志
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（2012）：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について，日本地球惑
星科学連合2012年大会．
（審査なし論文・報告等）
・ 西村卓也, Coseismic Deformation and a Fault Model for the Niigataken Chuetsu-oki Earthquake
in 2007（2007年新潟県中越沖地震の地殻変動と断層モデル），国土地理院報告, 57, 2009
・ 西村卓也・今給黎哲郎・飛田幹男(2010)，GPS リアルタイム１秒データを用いた震源断層即時推定手法
の開発, 国土地理院時報, 120, 63-73.
・ 矢来博司・小荒井衛（2009）：陸域観測技術衛星「だいち」による災害観測．電子情報通信学会誌，
vol.92， no.9, 726-731．
・ 小荒井衛（2011）：都市環境・土木・建築分野におけるリモートセンシング技術の社会貢献（官の立場
から），リモートセンシング学会誌，vol.3，no.2，181-186．
・ 小荒井衛（2013）：災害特性に基づく地理的地域特性区分と活用．都市計画，vo.62 ，no.6，44-47．
（口頭発表）
・ 針間栄一郎（2012）：The observation with Remote GNSS Monitoring System（GNSS 火山変動リモー
ト 観測装置による観測），第１回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ
・ 松村泰啓（2012）：GNSS火山変動リモート観測装置の高度化，第22回国土地理院技術報告会
・ 松村泰啓ほか（2012）：GNSS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）の改良と効果，平成24年度国土交
通 省国土技術研究会
・ 西村卓也・飛田幹男・今給黎哲郎(2009), GEONETデータを用いたリアルタイム地震時地殻変動観測シス
テムの開発にむけて, 地球惑星科学関連連合2009年連合大会
・ 川元智司，宮川康平，山口和典，西村卓也，宮原伐折羅，古屋智秋，酒井和紀，畑中雄樹，根本悟，辻
宏道，太田雄策，日野亮太，木戸元之，飯沼卓史，藤本博己，三浦哲(2013)：新しいGEONETリアルタイ
ム解析システムの開発，日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 川元智司，宮川康平，矢萩智裕，山口和典，辻宏道，西村卓也，太田雄策，日野亮太，三浦哲(2013)：
Development of a new real-time GNSS data analysis system in GEONET forrapid Mw estimates in
Japan
（迅速な地震規模推定のための新しいGEONET GNSSリアルタイム解析システムの開発），American
Geophysical Union 2013 Fall Meeting（米国地球物理学連合2013年秋季大会）
・小荒井衛（2010）：災害状況把握に必要な光学センサの要件について，第2回ALOS-2/3ワークショップ．
・ 小荒井衛（2010）：地形分類・地形発達に関連した地理空間情報を活用した早期災害想定の検討，地球
惑星科学連合2010年大会．
・ 小荒井衛（2010）：高分解能リモートセンシング技術を使った災害状況把握，筑波大学GIS研究会．
・ 小荒井衛・神谷泉（2010）：災害状況判読に必要な衛星画像の分解能と実体視との関係，研究集会「地
震・火山活動と関連する災害リモートセンシング」
・ 小荒井衛・神谷泉（2010）：異なる解像度の衛星画像での実体視判読による災害状況把握の可能性，日
本リモートセンシング学会第49回学術講演会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・峰島貞治・中田晃司・賀川義昭・鈴木伴英（2011）：地上画素寸法50cm以下級衛
星画像を用いた地物判読性能の検討，日本写真測量学会平成23年度秋季学術講演会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・峰島貞治・中田晃司・賀川義昭・鈴木伴英（2011）：2011年東北地方太平洋沖地
震の災害状況を事例にした地上解像度50cm以下級の光学衛星画像による災害状況判読特性の検討（予
報），日本リモートセンシング学会第51回学術講演会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・峰島貞治・中田晃司・賀川義昭・鈴木伴英（2011）：50cm解像度光学衛星画像に
よる判読－地図作成のための地物の判読と災害状況把握のための判読－，第3回ALOS-2/3ワークショッ
プ．
・ 神谷泉・小荒井衛・乙井康成・中埜貴元（2012）：地震発生直後における被害の予想，日本地球惑星科
学連合2012年大会（発表予定）．
・ 小荒井衛・神谷泉・乙井康成・中埜貴元（2012）：大地震時に配信する地域の地理的特性の情報につい
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て，日本地球惑星科学連合2012年大会（発表予定）．
・ 神谷泉（2012）：インターネット上のサーバーへのアクセス可能性を用いた災害時の状況把握，日本地
球惑星科学連合2012年大会（発表予定）．
・神谷泉（2012）：地震時の被害のリアルタイム予想について，第89回地理地殻活動研究センター談話会．
・ 小荒井衛（2012）：衛星リモートセンシングによる地形計測と災害状況把握，平成24年度日本応用地質
学会シンポジウム「最近の地形の計測技術と応用地質学の適用」．
・小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基（2012）：東日本大震災における地盤災害のリモセン技術を使った把握，
第4回GIS Landslide and Natural Hazard研究集会 ．
・ 小荒井衛・神谷泉・乙井康成・中埜貴元・斎藤眞・宝田晋次・西岡芳晴（2012）：シームレス地質図等
の地質情報の災害脆弱性評価への活用，日本地質学会第119年学術大会 ．
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・神谷泉（2013）：全国の地震による地盤災害特性データの作成．日本
地理学会2013年春季学術大会．
・ 小荒井衛・神谷泉・岡谷隆基（2013）：既存の地理空間情報や航空レーザデータを活用した斜面リスク
評価，日本地すべり学会東北支部平成25年度シンポジウム「空間把握・解析技術の進展と斜面防災への
活用」．
・ 小荒井衛（2013）：衛星リモートセンシングの防災・環境問題への利活用，日本リモートセンシング学
会国土防災リモートセンシング研究会ワークショップ．
・ 神谷泉（2013）：地震時の地盤災害のリアルタイムの予想，第42回国土地理院報告会．
・ 神谷泉（2013）：地震時の地盤災害のリアルタイムの予想，平成25年度国土交通省国土技術研究会．
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・神谷泉（2013）：全国の地震による地盤災害特性データの作成．日本
地理学会2013年春季学術大会．
・ 神谷泉・小荒井衛・乙井康成・中埜貴元（2013）：地震時地盤被害予想システムの開発．日本写真測量
学会平成25年度年次学術講演会．
・ 神谷泉（2013）：地震時の地盤災害のリアルタイムの予想，第42回国土地理院報告会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・Ye京録（2013）：Geographical classification considering disaster
properties in Japan （災害の視点から見た日本国土の地理学的特性区分）．IGU 2013 Kyoto
Regional Conference （2013年京都国際地理学会議）．
・ 小荒井衛・中埜貴元・Ye京録（2013）：災害の視点から見た日本の地理的地域特性区分．地理情報シス
テム学会第22回研究発表大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・Ye京禄（2013）：災害の視点から見た日本の地理的地域特性区分．地理情報シス
テム学会第22回研究発表大会．
・ Ye京禄,・小荒井衛,・水内佑輔・野嶋太智（2013）：ランドスケープ特性評価の視点から見た日本の地
域特性区分．地理情報システム学会第22回研究発表大会．
・ 神谷泉（2013）：地震時の地盤災害のリアルタイムの予想，平成25年度国土交通省国土技術研究会．
・ 中埜貴元・小荒井衛・神谷泉（2013）：地震による地盤災害特性データ（全国版）の作成及び過去の被
害との比較．CSIS DAYS 2013．
・ 小荒井衛（2013）：衛星リモートセンシングの防災・環境問題への利活用，日本リモートセンシング学
会国土防災リモートセンシング研究会ワークショップ．
・ 小荒井衛（2014）：災害に着目した地理的地域特性区分について，第98回地理地殻活動研究センター談
話会．
・ 小荒井衛・Ye京禄・熊木洋太（2014）：シンポジウム「レジリエントな国土・地域社会の構築に向けた
地理学的課題」の趣旨説明．日本地理学会2014年春季学術大会．
・ 小荒井衛・Ye京禄・中埜貴元（2014）：地理学的地域特性区分についての考察．日本地理学会2014年春
季学術大会．
・ 大野裕幸(2010)：高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発，第39回国土地理院報告
会，pp. 4-10．
研究報告書 27編
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（２）自然災害の予測のための研究開発
（論文賞,特許等）
・ 水藤尚，小沢慎三郎：東海地方の非定常地殻変動－東海スロースリップと2004年紀伊半島南東沖の地震
の余効変動，2010年度日本地震学会論文賞，平成23年5月24日
・ 東京大学空間情報科学研究センター CSIS DAYS 2012優秀研究発表賞（発表タイトル「航空レーザ測量
による浦安市の液状化沈下量の面的把握」）
（審査付き論文）
・ 小沢慎三 郎・西村卓也・水藤尚 ・小林知勝・飛田幹男 ・今給黎哲郎（ 2011 ）： Coseismic and
postseismic slip of the 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake（2011年東北沖地震の地震時および地
震後すべりの推定），Nature（自然），475，pp. 373-376
・ 小沢慎三郎, 西村卓也, 宗包博司, 水藤尚, 小林知勝, 飛田幹男, 今給黎哲郎（2012）：Preceding,
coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku earthquake, Japan （2011年東北沖地震の
地震前，地震時，地震後すべりの推定）, J.Geophys.Res. （地球物理学雑誌），117, pp.1978-2012
・ 小沢慎三郎, 矢来博司, 今給黎哲郎, 飛田幹男（2013）： Spatial and temporal evolution of the
long-term slow slip in the Bungo Channel, Japan（豊後水道スロースリップの時空間変化）, EPS
（地球惑星科学雑誌）,65, pp. 67-73
・ H. Yara・矢来博司，i, S. Ozawa小沢慎三郎,（2013）： Quasi‐periodic slow slip events in the
afterslip area of the 1996 Hyuga‐nada earthquakes, Japan（1996年日向灘地震後のアフタースリ
ップとスロースリップ）, J. Geophys. Res.（地球物理学雑誌）, 118, pp. 2512-2527, 2013.
・ 小荒井衛・佐藤浩（2009）：地形分類とボーリングデータを活用した沿岸域の地震脆弱性に関するGIS
解析，沿岸域学会誌，22，2，49-61
・ 中埜貴元・小荒井衛・星野実・釜井俊孝・太田英将（2012）：宅地盛土における地震時滑動崩落に対す
る安全性評価支援システムの構築，日本地すべり学会誌，49，4，12-21．
・ Imakiire, T. and Koarai, M. (2012) : Wide-area land subsidence caused by “The 2011 off the
Pacific coast of Tohoku Earthquake”（2011年東北地方太平洋沖地震による広域地盤沈降現象）,
Soils and Foundations（土と基礎）, 52, 5, 842-855.
・ 熊木洋太・小荒井衛・中埜貴元（2013）：東京とその周辺の地形改変，地学雑誌，122，6，992-1009．
・ 小荒井衛・中埜貴元（印刷中）：古い地図・空中写真等からみる東北地方太平洋沖地震による利根川中
下流域の液状化被害分布と地形条件，地質汚染‐医療地質‐社会地質学会誌．
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・宇根寛（印刷中）：航空レーザ計測を用いた平成23年（2011年）東北
地方太平洋沖地震における液状化に伴う面的な地盤沈下量把握の可能性―千葉県浦安市の事例，地質汚
染‐医療地質‐社会地質学会誌．
（審査なし論文・報告等）
・ 小沢慎三郎(2011)，東北地方太平洋沖地震後の余効変動，科学，81，pp. 1044-1047
・ 星野実・吉武勝宏・木村幸一（2009）：盛土地形データ作成手法の検討，国土地理院時報，119，93-10
0．
・ 小荒井衛（2010）：災害軽減に向けた地理空間情報の利活用，月刊「地理」，55巻，5月号，62-68．
・ 小荒井衛（2011）：地域の特質を理解する能力とは，月刊「地理」，56巻，4月号，44-45．
・ 小荒井衛（2011）：巨大地震による地形変化，SAT-Science Academy of Tsukuba，20, 5-8．
・ 小荒井衛（2011）：東日本大震災による沿岸域の液状化被害と地理空間情報からみたその特徴，沿岸域
学会誌，24，1，27-36．
・ 小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・宇根寛・川本利一・醍醐恵二（2011）：東日本大震災における液状化
被害と時系列地理情報の利活用，国土地理院時報，122，127-141．
・ 佐藤浩・中埜貴元（2011）：仙台市の丘陵地における地すべり性地表変動の状況，国土地理院時報，12
2，153-161．
・小荒井衛（2012）：東日本大震災における液状化被害と地形履歴―鬼怒川流域，小貝川流域を中心に―，
月刊「地理」，57巻，2月号，2-20．
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・ Koarai, M., Nakano, T., Okatani, T., Otoi, K. and Une, H. (2013): Liquefaction damage by the
2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake in Japan and land condition of damaged area
detected by time serial geospatial information（東北地方太平洋沖地震による液状化被害と時系
列地理情報から把握した被災域の土地条件）, Proceedings of ICC2013 (The 26th International
Cartographic Conference)（2013年第26回国際地図学会議）,#902, http://www.icc2013.org/_contxt/
_medien/_upload/_proceeding/237_proceeding.pdf(accessed 15 Jan. 2014)
・ 小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・宇根寛・川本利一・醍醐恵二・向山栄・香川淳・古野邦雄・風岡修
（2012）：浦安市の液状化による沈下量の面的把握，第21回環境地質学シンポジウム発表要旨集，45-5
0．
・ 小荒井衛（2013）：東日本大震災における液状化被害と地理空間情報を活用した液状化発生危険度の予
想，GSJ地質ニュース，2，12，361-366．
・ Koarai, M. and Nakano, T. (2013): Liquefaction damage in the Kanto region caused by the 2011
off the Pacific coast of Tohoku Earthquake in Japan, and the land condition of damaged
areas detected by time-series geospatial information（東日本大震災における液状化被害と時系列
地理空間情報から把握した被災域の土地条件）, Bulletin of the GSI（国土地理院報告（欧文））, 6
1, 21-32.
・ 小荒井衛・長谷川裕之・中埜貴元（印刷中）：時系列地理情報を活用した地盤脆弱性評価，「GISなど
の新技術による土砂災害の研究紹介（仮題）」，日本専門図書出版．
（口頭発表）
・ 小沢慎三郎(2010) ：伊豆大島のマグマ溜まりの体積変化, 地球惑星科学関連連合2010年連合大会
・ 小沢慎三郎(2010) ：2009-2010年の豊後水道スロースリップ, 2010年日本地震学会秋季大会
・ 小沢慎三郎(2011) ：東北地方太平洋沖地震の余効変動, 2011年日本地震学会秋季大会
・ 小沢慎三郎(2012) : 西南日本の固着状態の時空間変化，日本地球惑星科学連合2012年大会．
・ 小沢慎三郎(2013) : 準周期的な日向灘のスロースリップ，日本地球惑星科学連合2013年大会．
・ 中埜貴元・小荒井衛・釜井俊孝・太田英将（2009）：「地盤脆弱性評価システム」の試作と検証，日本
地球惑星科学連合2009年度大会
・ 中埜貴元・小荒井衛（2009）：宅地ハザードマップへの活用を考慮した盛土マップの検討，日本地球惑
星科学連合2009年大会
・小荒井衛 (2009)：地形分類データとボーリングデータを組み合わせたGIS解析による災害脆弱性の評価，
日本地球惑星科学連合2009年大会
・ 小荒井衛・中埜貴元・星野実・吉武勝宏（2009）：写真測量技術を使った大規模造成宅地の地盤脆弱性
評価，日本写真測量学会平成21年度年次学術講演会
・ 中埜貴元・小荒井衛・宇根寛（2009）：防災地理情報を含む主題図の有効活用に関する検討，平成21年
度日本国際地図学会定期大会
・ 小荒井衛 (2009)：減災に向けた高度技術の応用,日本地理学会2009年度秋季学術大会．
・ 中埜貴元・小荒井衛（2009）：改変地形データを用いた地盤の脆弱性把握のための開発，平成21年度国
土交通省国土技術研究会
・ 中埜貴元（2009）：改変地形データを用いた「地盤脆弱性評価システム」の試作，第64会国土地理院地
理地殻活動研究センター談話会
・ 中埜貴元・小荒井衛・太田英将（2010）：「盛土脆弱性評価システム」の構築と有効性の検証，日本地
球惑星科学連合2010年度大会
・ 中埜貴元・小荒井衛（2010）：原資料の違いによる盛土地形形状の差とそれが盛土脆弱性評価に与える
影響，日本写真測量学会平成22年度年次学術講演会
・ 小荒井衛koarai, M.（2010）：Application of Geo-spatial Information for Disaster Prevention
（防災のための地理空間情報の応用），IGU2010(International Geographical Union Regional
Conference 2010)（国際地理学会2010年地域大会）
・ 中埜貴元（2010）：防災地理情報を含む主題図の有効活用に関する検討，第70会国土地理院地理地殻活
動研究センター談話会

- 48 -

・ 小荒井衛（2011）：地形情報等を用いた災害脆弱性の評価に関する最近の研究動向，国土地理院近畿地
方測量部・社団法人日本測量協会関西支部 第29回測量技術講演会．
・ 中埜貴元・小荒井衛（2011）：「盛土脆弱性評価システム」のその後の展開，日本地球惑星科学連合20
11年度大会
・ 佐藤浩・中埜貴元（2011）：仙台市の丘陵地における地すべり性地表変動の状況について，日本地球惑
星科学連合2011年度大会
・ 小荒井衛（2011）：古い地図・写真からみる液状化の状況，国土地理院東日本大震災調査報告会
・ 小荒井衛（2011）：液状化被害把握への時系列地理情報の活用，日本国際地図学会平成23年度定期大会
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・乙井康成・神谷泉(2011)：東日本大震災に関連した地震による地盤変
状と被害の特徴，日本地質学会地質情報展．
・ 中埜貴元（2011）：東日本大震災による宅地盛土被害と安全性評価との関連，平成23年度国土交通省国
土技術研究会
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・宇根寛（2011）：古い地図・空中写真等からみる東北地方太平洋沖地
震による液状化分布，社会地質学会シンポジウム「利根川中・下流域の液状化・流動化・地波現象－人
工改変地と液状化地域・安全な街づくりを考える－」
・ 中埜貴元（2011）：平成23年東北地方太平洋沖地震による宅地盛土被害について－仙台市緑ヶ丘地区を
中心に－，第79会国土地理院地理地殻活動研究センター談話会
・ 小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・宇根寛・川本利一・醍醐恵二・向山栄・香川淳・古野邦雄・風岡修
（2012）：浦安市の液状化による沈下量の面的把握，第21回環境地質学シンポジウム
・ 小荒井衛（2012）：古い地図や写真から知る液状化の危険性，ラヂオつくば公開講座「サイエンスＱ」
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・宇根寛・醍醐恵二（2012）：航空レーザ測量技術を用いた液状化沈下
量の把握，日本写真測量学会平成24年度年次学術講演会
・ 小荒井衛（2012）：地理空間情報から知る津波浸水域と液状化被害域の特徴，2012「測量の日」特別企
画～復興１年 明日を拓く 地図と測量～
・ 小荒井衛（2012）：東日本大震災における津波災害と液状化災害の地理的特徴，第41回国土地理院報告
会
・ 中埜貴元・酒井英男・加藤学（2012）：新潟県における歴史時代の液状化痕跡の分布の特徴，日本国際
地図学会平成24年度定期大会
・ 小荒井衛（2012）：古地図を防災にいかす，NHK「視点・論点」シリーズ防災（３）
・ 中埜貴元・小荒井衛・熊木洋太（2012）：数値地図25000（土地条件）を用いた首都圏の人工改変地の
分布特性，日本地理学会2012年秋季学術大会
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元（2012）：地理空間情報を活用した自然災害事前予測－東日本大震災を
事例に－，地理情報システム学会第21回研究発表大会
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・宇根寛（2012）：航空レーザ測量による浦安市の液状化沈下量の面的
把握，CSIS DAYS 2012 全国共同利用研究発表大会
・ 中埜貴元（2013）：東日本大震災における液状化被害の空間的特徴－浦安市での事例を中心に，第95回
GIS研究会，筑波大学．
・ 小荒井衛・中埜貴元・神谷泉・松岡昌志（2013）：地形分類情報を活用した液状化発生危険度の予測，
日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 中埜貴元（2013）：２時期の土地条件データを用いた首都圏の人工改変地変化の特徴，第94会国土地理
院地理地殻活動研究センター談話会
・ 小荒井衛（2013）：災害リスクを評価する上で有効な地理空間情報について，平成25年度第１回GIS基
礎技術研究会
・ Koarai, M., Nakano, T., Okatani, T., Otoi, K. and Une, H. (2013): Liquefaction damage by the
2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake in Japan and land condition of damaged area
detected by time serial geospatial information（東北地方太平洋沖地震による液状化被害と時系
列地理情報から把握した被災域の土地条件）, ICC2013 (The 26th International Cartographic
Conference)（2013年第26回国際地図学会議）
・ 中埜貴元・小荒井衛・神谷泉（2013）：土地条件データを用いた地震ハザード評価基準の再検討，日本
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地理学会2013年秋季学術大会
・ 小荒井衛（2013）：東日本大震災における液状化被害と地理空間情報を活用した液状化発生危険度の予
想，産技連知的基盤部会地質地盤情報分科会平成25年度講演会「東日本大震災による液状化被害と地質
地盤情報の活用」
研究報告書 21編
（３）防災に資する地盤変動・地形情報の抽出の高度化に関する研究開発
（論文賞,特許等）
・ 鈴木啓（2010）：干渉SARを活用した効率的な地盤沈下監視の実施へ向けた取り組み，平成22年度国土
交通省国土技術研究会イノベーション②部門最優秀賞，平成22年10月29日
（審査付き論文）
・ 小林知勝（投稿中）：Remarkable ground uplift and reverse fault ruptures for the 2013 Bohol
earthquake (Mw 7.1), Philippines, revealed by SAR pixel offset analysis（SARピクセルオフセッ
ト解析により明らかにされた2013年フィリピン・ボホール地震(Mw7.1)に伴う顕著な地盤隆起と逆断層
型破壊）, Geoscience Letters
・ 佐藤浩・宮原伐折羅・岡谷隆基・小荒井衛・関口辰夫・八木浩司（印刷中）：SAR干渉画像で検出した2
011年東北地方太平洋沖地震に関わる地すべり性地表変動，日本地すべり学会誌
・ 佐藤浩・岡谷隆基・中埜貴元・小荒井衛・岩橋純子・宇根 寛（2013）：SAR干渉画像で検出された地す
べり域における詳細野外調査の結果，日本地すべり学会誌，50-1，pp.18－23
・ 岡谷隆基・佐藤浩・中埜貴元・小荒井衛（2012）：ALOS/PALSAR 干渉画像による秋田県東成瀬地区地す
べりのモニタリング，写真測量とリモートセンシング，Vol.51，No.2，pp.95-102
・ 小林知勝・飛田幹男・小荒井衛・岡谷隆基・鈴木啓・野口優子・山中雅之・宮原伐折羅（2012）：
InSAR-derived crustal deformation and fault models of normal faulting earthquake (Mj7.0) in
Fukushima-Hamadori area（InSARで捉えた福島県浜通りの正断層型地震(Mj7.0)の地殻変動と震源断層
モデル）, Earth Planets Space, Vol.64, pp.1209-1221
・ 佐藤浩・岡谷隆基・中埜貴元・小荒井 衛・岩橋純子・宇根 寛（投稿中）：SAR干渉画像で検出された
地すべり域における詳細野外調査の結果，日本地すべり学会誌
・ 佐藤浩・岡谷隆基・小荒井衛・鈴木啓・飛田幹男・矢来博司・関口辰夫（2012）：SAR 干渉画像を用い
た地すべり地表変動の検出について―山形県月山周辺を事例にして―，日本地すべり学会誌，Vol.49,
No.2, pp.1361-6719.
・ 水藤尚・西村卓也・小林知勝・小沢慎三郎・飛田幹男・今給黎哲郎（2012）：2011年（平成23年）東北
地方太平洋沖地震に伴う地震時および地震後の地殻変動と断層モデル，地震，vol.65，pp.95－121
・ 小林知勝・飛田幹男・西村卓也・鈴木啓・野口優子・山中雅之（2011）：Crustal deformation map
for the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, detected by InSAR analysis combined
with GEONET data（合成開口レーダー（SAR）と電子基準点（GPS連続観測点）の融合解析による平成2
3年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地殻変動）, Earth Planets Space, Vol.63,No.7, pp.621-625,
doi:10.5047/eps.2011.06.043
・ 小林知勝・飛田幹男・村上亮（2011）：局所的大変位を伴う地殻変動計測のためのピクセルオフセット
解析，測地学会誌，vol.57，pp.71-81
・ 飛田幹男・西村卓也・小林知勝・Ken Xiansheng Hao・進藤嘉邦（2011）：Estimation of coseismic
deformation and a fault model of the 2010 Yushu earthquake using PALSAR interferometry data
（PALSAR干渉データによる2010年青海省の地震に伴う地殻変動と震源断層モデル）, Earth Planet.
Sci. Lett., Vol.307, pp.430-438, doi:10.1016/j.epsl.2011.05.017
・ 西村卓也（2010）：測地観測によって明らかになった新潟県中越沖地震に伴う地殻変動と地震に同期し
た活褶曲の成長，活断層研究，Vol.32, pp.41-48
・ 小荒井衛・宇根寛・西村卓也・矢来博司・飛田幹男・佐藤浩（2010）：SAR 干渉画像で捉えた2007 年
（平成19 年）新潟県中越沖地震による地盤変状と活褶曲の成長，地質学雑誌，vol.116，№11，pp.602
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-614
・ 西村卓也（2009）：陸域地殻変動観測の現状, 地震２, vol.61 特集号, S35-S43
・ Munekane, H., Y. Kuroishi, Y. Hatanaka, K. Takashima, and M. Ishimoto (2010): Groundwaterinduced vertical movements in Tsukuba revisited: installation of a new GPS station（つくばに
おける地下水起源の上下変動の再検討：新しい観測点の設置）, Earth Planets Space, 62, 711-715.
・ Munekane, H. (2012)：Coseismic and early postseismic slips associated with the 2011 off the
Pacific coast of Tohoku Earthquake sequence: The EOF analysis of GPS kinematic time series
（GPS キネマティック時系列のEOF 解析により明らかになった，2011 年東北地方太平洋沖地震に関連
する一連の地震に伴うすべり分布）, Earth Planets Space, 64, 1077-1091.
・ Munekane, H.(2013): Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal
tilt of GPS monuments（GPSキネマティック時系列の水平成分に見られる，GPSモニュメントの熱傾斜
に起因する一日未満のノイズ伴う誤差について）, Journal of Geodesy, Volume 87, Issue 4, 393401.

（審査なし論文・報告等）
・ 森下遊・鈴木啓・小林知勝（2013）：干渉SAR時系列解析による微小な変位量で進行する地盤変動監
視の実用化へ向けて，国土地理院時報，第124集，pp.125-132
・ 小林知勝（2012）：新燃岳2011 マグマはどこからきたのか．第3回火山巡回展 霧島山火山，地質
調査研究資料集，No.578，pp.20-20
・ 小林知勝・飛田幹男・鈴木啓・野口優子(2012)：InSAR-derived coseismic deformation of the
2010 southeastern Iran earthquake (M6.5) and its relationship with the tectonic
background in the south of Lut Block（InSARで捉えた2010年イラン南東部の地震に伴う地殻変動
と断層モデルの推定）, 国土地理院報告，第60巻，pp.7-17
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝（2012）：2011年3月12日長野県・新潟県県境付近の地震
に伴う災害の特徴，国土地理院時報，第123集，pp.35-48
・ 佐藤浩・宮原伐折羅・岡谷隆基・山中雅之・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・神谷泉・八木浩司
(2012)： Detection of 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake-induced landslide
deformation using InSAR（干渉SARを使った2011年東北地方太平洋沖地震による地すべり性地表変
動の検出）, In: Ugai K, Yagi H, Wakai A (Eds.), Earthquake-induced landslides, pp.817-825,
Springer（日本地すべり学会国際シンポジウム）
・ 今 給 黎 哲 郎 ・ 小 林 知 勝 (2011) ： Crustal deformation and fault model of the 2011 off the
Pacific coast of Tohoku Earthquake (平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による地殻変動と
断層モデル),国土地理院報告，第59巻，pp.21-30
・ 山中雅之・野口優子・鈴木啓・宮原伐折羅・石原操・小林知勝・飛田幹男（2011）：衛星合成開口
レーダーを用いた平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動の検出，国土地理院時報，第122集，
pp.47-54
・ 小林知勝・飛田幹男・鈴木啓・野口優子(2011)： 2010年福島県中通りの地震（M5.7）のSAR 干渉解
析，国土地理院時報，第121集，pp.165-169
・ 小林知勝・飛田幹男・今給黎哲郎・鈴木啓・野口優子・石原操（2011）：「だいち」SAR干渉解析に
より捉えられた霧島山（新燃岳）の火山活動に伴う地殻変動とその圧力源の推定，国土地理院時報，
第121集，pp.195-201
・ 鈴木啓・雨貝知美・森下遊・佐藤浩・小荒井衛・関口辰夫（2010）：山形県月山周辺におけるSAR
干渉画像を用いた地すべりの検出，国土地理院時報，第120 集，pp.1-7
・ 佐藤浩・小荒井衛・飛田幹男・鈴木啓・雨貝知美・関口辰夫・矢来博司（2010）：地すべり性地表
変動に関するSAR干渉画像判読カードの提案，国土地理院時報，第120集，pp.9-15
・ 森下遊・鈴木啓・雨貝知美・唐沢正夫・藤原みどり (2010)：干渉SAR を活用した効率的な水準測量
の実施へ向けた取り組み，国土地理院時報，第120集，pp.17-22
・ 飛田幹男・小沢慎三郎・矢来博司・西村卓也・水藤尚・今給黎哲郎・林文・宇根寛・雨貝知美
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（ 2009 ） ： 2007 年 ス マ ト ラ 南 部 地 震 の 地 殻 変 動 ・ 地 震 断 層 と 断 層 モ デ ル ， 月 刊 「 地 球 」 ，
Vol.31,No.3，181-188
・ Munekane, H (2010): On Improving Precision of GPS-derived Height Time Series at GEONET
Stations (GEONET におけるGPS高さ時系列の高精度化に向けて), Bulletin of the Geographical
Survey Institute, 58, 39-46
・ 星野実・鈴木義宜・岩橋純子・吉武勝宏・田中庸夫（2010）：平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地
震 1:25000詳細活断層図（活断層・地形分類及び地形の変状）について，国土地理院時報，121集，
pp.29-37
・ 岩橋純子・佐藤忠・内川講二・小野康・下地恒明・星野実（2011）：航空レーザ測量のDEMから作成
した余色立体図等を用いた変動地形の観察，国土地理院時報，121集，pp.143-155．
・小荒井衛・岩橋純子（2013）： 最新の計測技術を用いた変動地形学的調査． 地質と調査， 第2号，
p.30-35．
・ 下野隆洋，南秀和，西井康郎，大野裕幸，渡部金一郎(2011)：航空機SARによる霧島山（新燃岳）の
火口地形観測，国土地理院時報，121集．
（口頭発表）
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・岡谷隆基・大丸裕武（2013）：干渉SAR技術による大規模斜面変動の前
兆把握の可能性，日本リモートセンシング学会第55回（平成25年度秋季）学術講演会
・ 中埜貴元・小荒井 衛・大丸裕武・三森利昭・岡田康彦・小川明穂（2013）：SAR干渉画像で捉えた静岡
市口坂本地区の地すべりの前兆変動（速報），日本地理学会2013年秋季学術大会
・ 小林知勝(2013)：The 2011 Tohoku earthquake and the related disasters observed by InSAR using
ALOS/PALSAR: Mainshock, induced inland earthquakes, and Liquefaction（ALOS/PALSARを用いた
InSAR解析により観測された2011年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う災害：本震，誘発地震，液状
化），The 4th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar（第４回アジア太平洋合成開
口レーダー学会）
・ 佐藤浩・宮原伐折羅（2013）：SAR干渉画像で検出した2011年東北地方太平洋沖地震と2008年岩手・宮
城内陸地震における地すべり性地表変動，日本地形学連合2013年秋季大会
・ 小林知勝(2013)：SARによる地殻変動観測・研究のこれまで，そしてこれから ～国土地理院のSAR解析
～，京都大学防災研究所特定研究集会「SARが切り拓く地球人間圏科学の新展開」
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝（2013）：Characteristic of foundation disaster
distribution caused by a strong inland earthquake in fold region－Experience with the Nagano
-Niigata border Earthquake in 2011（褶曲地帯の内陸直下型地震により発生する地盤災害分布の特徴
―2011年長野県新潟県県境付近の地震を例に），IGU 2013 Kyoto Regional Conference (2013年京都国
際地理学会議)
・ 小林知勝(2013)：地殻変動観測におけるAlong-track InSAR の有効性の検討，日本地球惑星科学連合20
13年大会
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2013)：2011年長野県・新潟県県境付近の地震に伴う地盤災
害の分布特性，日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 佐藤浩・宮原伐折羅・岡谷隆基・小荒井衛（2013）：2008年岩手・宮城内陸地震による地すべり性地表
変動のSAR干渉画像による観測，日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 小林知勝(2013)：合成開口レーダーによる測量の精度向上を目指したCReSS利用の試みについて，平成2
4年度地球水循環研究センター計画研究報告会・CReSS 15周年研究会
・ 小林知勝(2012)：地殻変動観測ツールとしてのALOSの有効性と課題の再確認，第4回ALOS-2/3ワークシ
ョップ
・ 岡谷隆基(2012)：SAR 干渉画像による地すべり性変動の抽出，第4回ALOS-2/3ワークショップ
・ 小林知勝(2012)：ALOS-2 data processing and possible Calibration/Validation in Geospatial
Information Authority of Japan (GSI)（国土地理院におけるALOS-2データ処理と校正・検証作業につ
いて），ALOS-2 CVST会議
・ 小林知勝(2012)：Crustal deformation map for the 2011 off the Pacific coast of Tohoku
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Earthquake,detected by InSAR analysis combined with GEONET data（GEONETデータを組み込んだ
InSAR解析により検出した2011年東北地方太平洋沖地震の地殻変動），日仏セミナー地震・津波
・ 佐藤浩・宮原伐折羅・岡谷隆基・山中雅之・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・神谷泉・八木浩司（201
2）:Detection of 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake-induced landslide
deformation using InSAR（干渉SARを用いた2011年東北地方太平洋沖地震による地すべり性地表変動の
検出），日本地すべり学会国際シンポジウム
・小林知勝(2012)：PS-InSAR解析による新潟－神戸ひずみ集中帯（越後平野周辺）の地盤変動抽出の試み，
日本測地学会第118回講演会
・小林知勝(2012)：PS-InSAR解析による新潟－神戸ひずみ集中帯（越後平野周辺）の地盤変動抽出の試み，
日本地震学会2012年度秋季大会
・小林知勝(2012)：次なるSAR観測研究に向けて ～地殻変動観測ツールとしての有効性と課題の再確認～，
京都大学防災研究所一般研究集会「SAR研究の新時代に向けて」
・ 佐藤浩・岡谷隆基・宮原伐折羅(2012)：SAR干渉画像で検出した東北地方太平洋沖地震による地すべり
性地表変動，京都大学防災研究所一般研究集会「SAR研究の新時代に向けて」
・ 小林知勝・飛田幹男・小荒井衛・乙井康成・中埜貴元(2012)：干渉SARのコヒーレンス変化から見る平
成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う液状化地域，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 宮原伐折羅・山中雅之・小林知勝(2012)：干渉SAR時系列解析による地盤沈下検出力の検証，日本地球
惑星科学連合2012年大会
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2012)：2011年３月12日長野・新潟県境付近の地震に伴う地
盤災害の特徴，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 佐藤浩・岡谷隆基・山中雅之・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・宮原伐折羅・神谷泉・原哲也・八木浩司
（2012）：東北地方太平洋沖地震による地すべり性地表変動のSAR干渉画像による観測，日本地球惑星
科学連合2012年大会
・ 小林知勝・飛田幹男・西村卓也・小沢慎三郎(2012)：GPS- and InSAR-derived crustal deformation
and fault models of the 2011 Tohoku earthquake and the induced inland earthquakes（GPSおよび
InSAR観測で得られた平成23年東北地方太平洋沖地震および誘発内陸地震に伴う地殻変動と断層モデ
ル）, First Workshop of Asia-Pacific Region Global Earthquake and Volcanic Eruption Risk
Management (G-EVER 1)（第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ）
・ 小林知勝・飛田幹男(2012)：Seismic gap and a series of large earthquakes alogn the Sunda
trench and the Sumatran fault（スンダ海溝およびスマトラ断層沿いの地震と地震空白域）, First
Workshop of Asia-Pacific Region Global Earthquake and Volcanic Eruption Risk Management
(G-EVER 1)（第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ）
・ 佐藤浩・岡谷隆基・山中雅之・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・宮原伐折羅・神谷泉・原哲也・八木浩司
(2012)：SAR干渉画像で捉えた東北地方太平洋沖地震による地すべり性地表変動，日本地理学会2012年
度春季学術大会
・ 飛田幹男，小沢慎三郎，西村卓也，水藤尚，小林知勝，今給黎哲郎（2011）：Coseismic and
postseismic deformation of the 2011 Tohoku earthquake observed by geodetic techniques and
estimated slip models（測地技術により観測された2011年東北地方太平洋沖地震の地震時および地震
後の地殻変動と推定された滑り分布モデル），American Geophysical Union 2011 Fall Meeting（米国
地球物理学連合2011 年秋季大会）
・ 今給黎哲郎(2011)：GPS・SARからみた余効変動と余震による地殻変動，日本活断層学会2011年秋季大会
特別シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震に伴う内陸活断層の挙動と地震活動・地殻変動」
・ 山中雅之，野口優子，鈴木啓，宮原伐折羅，小林知勝，飛田幹男，石原操（2011）：ALOS/PALSARデー
タで捉えた平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動，第55回宇宙科学技術連合講演会
・ 飛田幹男，小林知勝，山中雅之，野口優子，鈴木啓，宮原伐折羅，石原操（2011）：地震・火山監視に
有効なSAR観測，第3回ALOS-2/3ワークショップ
・ 小林知勝，飛田幹男，山中雅之，野口優子，鈴木啓，宮原伐折羅，石原操（2011）：国土地理院におけ
る地震・火山活動に伴う地殻変動の観測・解析，第3回ALOS-2/3ワークショップ
・ 小林知勝，飛田幹男，今給黎哲郎，鈴木啓，野口優子，石原操（2011）：SAR 干渉解析により捉えられ
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た霧島山（新燃岳）の火山活動に伴う地殻変動とその圧力変動源の推定，日本測地学会第116回講演会
・ 小林知勝，飛田幹男（2011）：SAR干渉解析から得られた東北地方太平洋沖地震後に発生した内陸地震
の地殻変動と震源断層モデル，日本測地学会第116回講演会
・ 山中雅之，野口優子，鈴木啓，宮原伐折羅，小林知勝，飛田幹男（2011）：ALOS/PALSARで捉えた平成2
3年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動，日本測地学会第116回講演会
・ 山中雅之，野口優子，宮原伐折羅，鈴木啓，小林知勝（2011）：干渉SARを利用した地盤沈下監視 ～
フィルター処理が観測値へ与える影響～，日本測地学会第116回講演会
・ 野口優子，山中雅之，宮原伐折羅，鈴木啓，小林知勝（2011）：新潟県における干渉SARと水準測量を
利用した地盤沈下監視，日本測地学会第116回講演会
・ 小林知勝，飛田幹男（2011）：SAR干渉解析から得られた東北地方太平洋沖地震後に発生した内陸地震
の地殻変動と震源断層モデル，日本地震学会2011年度秋季大会
・ 中埜貴元，小荒井衛，乙井康成，小林知勝（2011）：2011年長野県北部地震における被害分布の特徴，
2011年日本地理学会秋季学術大会
・ 小荒井衛，岡谷隆基，小林知勝，飛田幹男，脇坂安彦，佐々木靖人，阿南修司（2011）：平成23年４月
11日福島県浜通りの地震による被害状況と地形・地質との関連，日本地質学会第118年学術大会
・ 小荒井衛，岡谷隆基，小林知勝，飛田幹男，脇坂安彦，佐々木靖人，阿南修司（2011）：平成23年４月
11日福島県浜通りの地震による地盤変状とSAR干渉画像との関連，日本第四期学会2011年大会
・ 谷岡勇一郎，Aditya Gusman, 飛田幹男，小林知勝（2011）：Source Process of the 2010 Great
Chile Earthquake (Mw8.8) （2010年チリ地震（Mw8.8）の震源過程），IUGG 2011 Melbourne（国際測
地学および地球物理学連合2011 年メルボルン大会）
・ 小林知勝，飛田幹男，鈴木啓，野口優子（2011）：ALOS/PALSARデータにより検出された2010年イラン
南東部の地震に伴う地殻変動，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 飛田幹男，石原操，今給黎哲郎，小沢慎三郎，小林知勝，水藤尚，鈴木啓，西村卓也，野口優子，宮原
伐折羅，宗包浩志，山中雅之，矢来博司，佐藤まりこ，石川直史（2011）：2011 年東北地方太平洋沖
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2011年大会
・ 飛田幹男，小林知勝，鈴木啓，野口優子（2011）：2010年福島県中通りの地震のInSAR解析結果，日本
地球惑星科学連合2011年大会
・ 岡谷隆基・佐藤浩・関口辰夫・鈴木啓・小荒井衛・原哲也(2011)：SAR干渉画像による東北地方の地す
べり性変動の抽出，日本地理学会2011年度春季学術大会
・ 岡谷隆基・佐藤浩・鈴木啓・飛田幹男・関口辰夫・中埜貴元・小荒井衛(2011)：SAR干渉画像による活
動的な地すべり土塊の特定の可能性について，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 小林知勝，石本正芳，矢来博司，飛田幹男（2010）：数値気象モデルを用いたＳＡＲ干渉解析における
大気起因位相遅延量誤差の軽減の試み，日本測地学会第114回講演会
・ 飛田幹男，西村卓也，小林知勝（2010）：PALSAR干渉画像による2010年青海省の地震に伴う地殻変動，
日本地震学会2010年度秋季大会
・ 小林知勝，石本正芳，矢来博司，飛田幹男（2010）：数値気象モデルを用いたＳＡＲ干渉解析における
大気起因位相遅延量誤差の軽減の試み，日本地震学会2010年度秋季大会
・ 矢来博司，鈴木啓，野口優子，飛田幹男，小林知勝（2010）：「だいち」SAR干渉解析による豊後水道
周辺の非定常地殻変動抽出の試み，日本地震学会2010年度秋季大会
・ 小林知勝，西村卓也，飛田幹男（2010）：Crustal deformation associated with the 2010 Haiti
Earthquake（ALOS/PALSAR データを用いたSAR 干渉解析により検出された2010 年ハイチ地震に伴う地
殻変動）, detected by InSAR analysis using ALOS/PALSAR data, 8th Joint Meeting of 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部会第８回合同部会）
・ 飛田幹男，西村卓也，小林知勝（2010）：Coseismic Deformation of the 2010 Yushu Earthquake
from PALSAR interferometry（PALSAR 干渉画像による2010 年青海省の地震に伴う地殻変動）, 8th
Joint Meeting of 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
査部会第８回合同部会）
・ 飛田幹男，西村卓也，小林知勝（2010）：PALSAR干渉画像による2010年青海省の地震に伴う地殻変動，
平成22年度東大地震研究所共同利用研究集会「地震・火山活動と関連する災害のリモートセンシング」
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・ 小林知勝，矢来博司，石本正芳，飛田幹男（2010）：数値気象モデルを用いたＳＡＲ干渉解析における
大気中水蒸気起因の位相遅延量誤差の低減の試み，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 飛田幹男，小林知勝，矢来博司（2010）：InSARにおけるPhase Unwrapping，日本地球惑星科学連合201
0年大会
・ 小林知勝，西村卓也，飛田幹男（2010）：ALOS/PALSARデータにより検出された2010年ハイチ地震に伴
う地殻変動と震源断層モデル，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 小林知勝，飛田幹男（2010）：ALOS/PALSAR で捉えられた2010 年チリ地震に伴う地殻変動，日本地球
惑星科学連合2010年大会
・ 矢来博司，小林知勝（2010）：干渉SARによる糸魚川－静岡構造線断層帯周辺の地殻変動面的把握の試
み，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 飛田幹男，小林知勝，雨貝知美，鈴木啓，森下遊（2010）：地震・火山観測に有効なSAR 観測，
ALOS-2/3 ワークショップ
・ 小林知勝，飛田幹男，雨貝知美，鈴木啓，森下遊（2010）：ALOS/PALSAR を用いた地殻変動観測
－ALOS-2 への期待－， ALOS-2/3 ワークショップ
・小林知勝（2010）：SAR 解析技術の高度化，「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告
シンポジウム
・ 西村卓也，飛田幹男，矢来博司，雨貝知美，藤原みどり，小荒井衛，宇根寛（2010）：Episodic
Growth of Fault-related Fault in the Niigata-Kobe Tectonic Zone, Central Japan Observed by
SAR Interferometry（SAR 干渉解析によって見つかった中部日本の新潟神戸ひずみ集中帯での断層関連
褶曲の成長），Hokudan 2010 International Symposium on Active Faulting（北淡国際活断層シンポ
ジウム2010）
・ 宇根寛，佐藤浩（2010）：Earth Surface Deformation Triggered by the Noto Hanto and Chuetsuoki Earthquakes in 2007 Detected by ALOS/PALSAR Innterferometry（ALOS/PALSAR 干渉画像で検出
された2007 年能登半島地震と中越沖地震による地殻変動) ，Hokudan 2010 International Symposium
on Active Faulting（北淡国際活断層シンポジウム2010）
・ 佐藤浩・鈴木啓・関口辰夫・雨貝知美・小荒井衛（2010）：七五三掛地区のSAR干渉画像を用いた地す
べり地表変動の解析，日本地理学会2010年春季学術大会．
・ 佐藤浩（2010）：SAR干渉画像を用いた地すべり性地表変動の検出について－山形県月山周辺を事例と
して－，日本地すべり学会シンポジウム「地すべり災害発生時の迅速な対応」
・ 佐藤浩（2010）：SAR 干渉画像と航空レーザ測量データを利用した地表変動の検出，日本地すべり学会
関東支部シンポジウム
・ 岡谷隆基・佐藤浩・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・中埜貴元（2010）：ALOS/PALSAR干渉画像による地
すべり抽出の可能性について，日本写真測量学会平成22年度秋季学術講演会
・ 岡谷隆基・佐藤浩・鈴木啓・関口辰夫・小荒井衛・中埜貴元（2010）：ALOS/PALSAR干渉画像による地
すべり抽出に関する研究，2010年度 空間情報科学研究センター シンポジウム - CSIS DAYS 2010 ・ 小林知勝，飛田幹男，今給黎哲郎，矢来博司，雨貝知美，鈴木啓，森下遊（2009）：2009年9月30日ス
マトラ島パダン沖で発生した地震におけるSAR干渉解析の試み，日本地震学会2009年度秋季大会
・ 森下遊（2009）：地盤沈下監視への干渉SAR の利用，日本測地学会第112 回講演会
・ 雨貝知美，藤原智，鈴木啓，森下遊（2009）：干渉SAR を用いた氷床変動の検出，日本測地学会第112
回講演会
・ 雨貝知美（2009）：干渉合成開口レーダーを用いた地殻変動の検出，岩盤工学研究会講演会
・ 小荒井衛・宇根寛（2009）：干渉SAR で捉えた活褶曲の成長についての地形学的考察，日本第四紀学会
2009 年大会
・ 鈴木啓，佐藤浩，雨貝知美，関口辰夫，小荒井衛，齋藤克浩，鈴木邦章（2009）：山形月山地区におけ
るSAR 干渉函像を用いた地すベり性地表変動の検出，京都大学防災研究所拠点形成研究集会
・ 今給黎哲郎，和田弘人，雨貝知美，藤原みどり，鈴木啓，飛田幹男，矢来博司，藤原智（2009）：だい
ちPALSAR による地震・火山性地殻変動観測とその意義，宇宙・航行エレクトロニクス研究会
・ 飛田幹男，島田政信，橋本学，小澤拓，宮城洋介，矢来博司，雨貝知美（2009）：SAR干渉画像中の残
存縞の軽減について，日本地球惑星科学連合2009年大会
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・ 矢来博司，飛田幹男，石本正芳，宗包浩志（2009）：数値気象モデルを用いたSAR干渉画像における大
気位相遅延の評価について，日本地球惑星科学連合2009年大会
・ 藤原みどり，雨貝知美，鈴木啓，和田弘人（2009）：SAR 干渉解析を用いた地盤沈下の監視，日本地球
惑星科学連合2009 年大会
・ 飛田幹男，島田政信，橋本学，小澤拓，宮城洋介，矢来博司，雨貝知美（2009）：SAR 干渉画像中の残
存縞の軽減について，日本地球惑星科学関連学会2009 大会
・ 佐藤浩・中埜貴元・宇根寛（2009）：微地形とSARで検出した平成19年能登半島地震による地表変位の
関わり，日本地理学会2009年春季学術大会
・ 佐藤浩（2009）：地すべり地形を考慮したSAR干渉画像判読カードの作成. 第61回国土地理院地理地殻
活動研究センター談話会
・ 佐藤浩（2009）：山形月山地区におけるＳＡＲ干渉画像を用いた地すべり性地表変動の検出，平成21年
度国土交通省国土技術研究会
・佐藤浩，中埜貴元，宇根寛（2009）：SAR 干渉画像で検出された地表変動解釈のための判読カード作成，
日本地球惑星科学関連学会2009 大会
・ 畑中雄樹（2009）：GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について，測地学会第112回講演会
・ 石本正芳（2010）：数値気象モデルによる測位誤差シミュレーション結果の整合性評価，日本地球惑星
科学連合2010年大会
・ 宗包浩志(2010): GEONET における高さ情報の高精度化に向けて，第39回国土地理院報告会
・ 石本正芳（2010）：気象庁メソ数値予報モデルに基づく局所最適化マッピング関数の評価，測地学会第
114回講演会
・ 宗包浩志・風間卓仁（2010）：GPS受信機SNRを用いた土壌水分の評価, 測地学会第114回講演会
・ 石本正芳（2011）：高分解能数値気象モデルを用いて再現された測位誤差について，日本地球惑星科学
連合2011年大会
・ 畑中雄樹（2011）：GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について（その2），測地学会第116
回講演会
・ 畑中雄樹（2011）：精密基線解析のための電離層遅延補正モデル生成の一手法，測地学会第116回講演
会
・ 石本正芳（2011）：数値気象モデルにより再現された測位誤差とその原因について，測地学会第116回
講演会
・ 畑中雄樹（2012）：精密基線解析のための電離層遅延補正モデル生成の一手法（その2），測地学会第1
18回講演会
・ 石本正芳 (2012):高分解能数値気象モデルを用いた大気遅延誤差診断の有効性，日本地球惑星科学連合
2012 年大会．
・ 石本正芳(2013)：GEONETにおける大気擾乱の影響評価システムの構築，日本地球惑星科学連合2013年大
会
・ 宗包浩志(2013)：GEONETデータを用いた「だいち」SAR干渉画像の電離層補正手法の開発（序報），日
本地球惑星科学連合2013年大会
・ 星野実（2010）：平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 1:25000詳細活断層図（活断層・地形分類及
び地形の変状）について，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 鈴木義宜（2010）：航空レーザデータによる地形変位の抽出-平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震-，
第39回国土地理院報告会
・ 岩橋純子・大塚力・星野実・佐藤忠（2011）：航空レーザ測量による5mDEMを用いた変動地形の観察，
日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 岩橋純子・佐藤忠・内川講二・小野康・下地恒明・星野実（2011）：航空レーザ測量のDEMから作成し
た余色立体図による活断層地形の観察，CSIS DAYS 2011
・ 岩橋純子・関口辰夫・小野康・高橋宣代（2012）：いわき市南部の航空レーザ測量データを用いたリニ
アメントの判読，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 下野隆洋，渡部金一郎，南秀和，大野裕幸，西井康郎，宮脇正典（2011）：航空機SARによる霧島山
（新燃岳）の火口地形観測，日本写真測量学会平成23年度年次学術講演会
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・ 笹川啓，伊藤裕之，藤原博行，大野裕幸(2012)：航空機SARによる自動湛水域抽出手法の検討，日本写
真測量学会平成24年度年秋季学術講演会
・ 伊藤裕之，笹川啓，藤原博行，大野裕幸(2012)：災害時の運用に向けた航空機搭載型合成開口レーダの
改修及び精度検証，日本写真測量学会平成24年度年秋季学術講演会
研究報告書 40編
４．地球と国土を科学的に把握するための研究
（１）地殻活動の解明に関する研究
（論文賞,特許等）
・ 水藤尚，小沢慎三郎：東海地方の非定常地殻変動－東海スロースリップと2004年紀伊半島南東沖の地震
の余効変動，2010年度日本地震学会論文賞，平成23年5月24日
（審査付き論文）
・ 水藤尚・J. T. Freymueller（2009）：A viscoelastic and afterslip postseismic deformation
model for the 1964 Alaska earthquake（1964年アラスカ地震の粘性緩和と余効すべりの余効変動モデ
ル），J. Geophys. Res.（地球物理学雑誌），114，B11404
・ 西村卓也（2009）：Slip distribution of the 1973 Nemuro-oki earthquake estimated from the reexamined geodetic data（再整理した測地データによる1973年根室沖地震のすべり分布），Earth
Planets Space（地球・惑星・宇宙），61，pp．1203-1214
・ 西村卓也（2011）：測地学的データに基づくプレート間相互作用の解明，測地学会誌，57，1－14
・ 小沢慎三郎・西村卓也・水藤尚・小林知勝・飛田幹男・今給黎哲郎（2011）：Coseismic and
postseismic slip of the 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake（2011年東北沖地震の地震時および地
震後すべりの推定），Nature（自然），475，pp. 373-376
・ 水藤尚・西村卓也・飛田幹男・今給黎哲郎・小沢慎三郎（2011）：Interplate fault slip along the
Japan Trench before the occurrence of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake as
inferred from GPS data（GPSデータから推定した2011年東北地方太平洋沖地震発生前の日本海溝沿い
のプレート境界面上の断層すべり），Earth Planets Space（地球・惑星・宇宙），63，pp. 615-619
・ 西村卓也・宗包浩志・矢来博司（2011）：The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake
and its aftershocks observed by GEONET（GEONETによって観測された東北地方太平洋沖地震とその余
震），Earth Planets Space（地球・惑星・宇宙），63，pp. 631-636
・ 西村卓也（2011）：Back-arc spreading of the northern Izu-Ogasawara (Bonin) Islands arc
clarified by GPS data（GPSデータから明らかになった北部伊豆－小笠原島弧の背弧拡大），
Tectonophysics（テクトノフィジクス），512，pp. 60-67
・ 小沢慎三郎, 西村卓也, 宗包博司, 水藤尚, 小林知勝, 飛田幹男, 今給黎哲郎（2012）：Preceding,
coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku earthquake, Japan （2011年東北沖地震の
地震前，地震時，地震後すべりの推定）, J.Geophys.Res. （地球物理学雑誌），117, pp.1978-2012
・ 小沢慎三郎, 矢来博司, 今給黎哲郎, 飛田幹男（2013）： Spatial and temporal evolution of the
long-term slow slip in the Bungo Channel, Japan（豊後水道スロースリップの時空間変化）, EPS
（地球惑星科学雑誌）,65, pp. 67-73
・ 矢来博司，i, S. Ozawa小沢慎三郎,（2013）： Quasi‐periodic slow slip events in the afterslip
area of the 1996 Hyuga‐nada earthquakes, Japan（1996年日向灘地震後のアフタースリップとスロ
ースリップ）, J. Geophys. Res.（地球物理学雑誌）, 118, pp. 2512-2527.
・ 西村卓也（2009）：Slip distribution of the 1973 Nemuro-oki earthquake estimated from the reexamined geodetic data（再整理した測地データによる1973年根室沖地震のすべり分布），Earth
Planets Space（地球・惑星・宇宙），61，pp．1203-1214
・ 西村卓也（2010）：測地観測によって明らかになった新潟県中越沖地震に伴う地殻変動と地震に同期し
た活褶曲の成長，活断層研究，Vol.32, pp.41-48
・ 西村卓也・飛田幹男・村上亮・金沢敏雄・篠原雅尚(2010)：Fault Model of 2007 M = 6.8 Chuetsu-
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oki earthquake, central Japan, constructed using geodetic data（測地データを用いて構築した20
07年新潟県中越沖地震（M6.8，中部日本）の断層モデル）, In Advance in Geoscience, Vol. 20,
pp. 165-178, World Scientific Publishing Co., Singapore.
・ 小林知勝・飛田幹男・西村卓也・鈴木啓・野口優子・山中雅之（2011）： Crustal deformation map
for the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, detected by InSAR analysis combined
with GEONET data（合成開口レーダー（SAR）と電子基準点（GPS連続観測点）の融合解析による平成2
3年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地殻変動）, Earth Planets Space, Vol.63, No.7, pp.621-625,
doi:10.5047/eps.2011.06.043
・ 飛田幹男・西村卓也・小林知勝・Ken Xiansheng Hao・進藤嘉邦（2011）：Estimation of coseismic
deformation and a fault model of the 2010 Yushu earthquake using PALSAR interferometry data
（PALSAR干渉データによる2010年青海省の地震に伴う地殻変動と震源断層モデル）, Earth Planet.
Sci. Lett., Vol.307, pp.430-438, doi:10.1016/j.epsl.2011.05.017
・ 西村卓也・宗包浩志・矢来博司（2011）：The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake
and its aftershocks observed by GEONET（GEONETによって観測された東北地方太平洋沖地震とその余
震），Earth Planets Space（地球・惑星・宇宙），63，pp. 631-636
・ 小林知勝・飛田幹男・小荒井衛・岡谷隆基・鈴木啓・野口優子・山中雅之・宮原伐折羅（2012）：
InSAR-derived crustal deformation and fault models of normal faulting earthquake (Mj7.0) in
Fukushima-Hamadori area（InSARで捉えた福島県浜通りの正断層型地震(Mj7.0)の地殻変動と震源断層
モデル）, Earth Planets Space, 64, pp.1209-1221
・ 西村卓也・松澤孝紀・小原一成（2012）：Detection of short-term slow slip events along the
Nankai Trough, southwest Japan, using GNSS data（GNSSデータを用いた西南日本南海トラフ沿いの
短期的スロースリップイベントの検出）, Journal of Geophysical Research，doi: 10.1002/jgrb.502
22
・ 小林知勝（投稿中）：Remarkable ground uplift and reverse fault ruptures for the 2013 Bohol
earthquake (Mw 7.1), Philippines, revealed by SAR pixel offset analysis（SARピクセルオフセッ
ト解析により明らかにされた2013年フィリピン・ボホール地震(Mw7.1)に伴う顕著な地盤隆起と逆断層
型破壊）, Geoscience Letters
・ 水藤尚，GEONETに基づく日本列島周辺のプレート境界面上の断層すべりの検知能力，地震２，投稿予定
（審査なし論文・報告等）
・ 飛田幹男・小沢慎三郎・矢来博司・西村卓也・水藤尚・宇根寛・今給黎哲郎・雨貝知美・林文（200
9）：2007年スマトラ南部地震の地殻変動・地震断層と断層モデル，月刊地球，354，pp. 181-188
・ 水藤尚・西村卓也・小沢慎三郎・小林知勝・飛田幹男・今給黎哲郎・原慎一郎・矢来博司・矢萩智裕・
木村久夫・川元智司（2011）：GEONETによる平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地震時の
地殻変動と震源断層モデル，国土地理院時報，122集，29-37
・ 水藤尚・西村卓也・小沢慎三郎・飛田幹男・原慎一郎・矢来博司・矢萩智裕・木村久夫・川元智司
（2011）：GEONETによる平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に引き続いて発生している余効変動
と余効すべりモデル，国土地理院時報，122集，39-46
・ 小林知勝・飛田幹男・鈴木啓・野口優子（2011）： 2010年福島県中通りの地震（M5.7）のSAR 干渉解
析，国土地理院時報，第121集，165-169.
・ 水藤 尚・西村卓也・小沢慎三郎・小林知勝・飛田幹男・今給黎哲郎・原 慎一郎・矢来博司・矢萩智
裕・木村久夫・川元智司（2011）, GEONETによる平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地震
時の地殻変動と震源断層モデル, 国土地理院時報, 第122集, 29-37.
・ 今給黎哲郎・小林知勝(2011)：Crustal deformation and fault model of the 2011 off the Pacific
coast of Tohoku Earthquake (平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による地殻変動と断層モデル),
国土地理院報告，第59巻，pp.21-30
・ 小林知勝・飛田幹男・鈴木啓・野口優子(2012)：InSAR-derived coseismic deformation of the 2010
southeastern Iran earthquake (M6.5) and its relationship with the tectonic background in the
south of Lut Block（InSARで捉えた2010年イラン南東部の地震に伴う地殻変動と断層モデルの推定）,
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国土地理院報告，第60巻，pp.7-17
（口頭発表）
・ 小沢慎三郎（2009）：2008年茨城県沖の地震（M6.8），日本地球惑星科学連合2009年大会
・ 水藤尚（2009）：GEONETに基づく日本列島周辺のすべり欠損分布の推定，2009年度日本地震学会秋季大
会
・ 水藤尚（2010）：スロースリップ発生前，進行期，終息後の東海地方の地殻変動とすべり欠損分布，地
殻変動研究集会
・ 水藤尚，今給黎哲郎（2010）：，東海スロースリップ発生前と終息後の東海地方の地殻変動とすべり欠
損，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 水藤尚（2010）：GEONETによる日本列島周辺のすべり欠損分布の推定，日本測地学会第114回講演会
・ 西村卓也（2011）：GPSデータから明らかになった伊豆半島周辺のテクトニクス－伊豆マイクロプレー
トと伊豆背弧拡大－，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 西村卓也，水藤尚（2011）：GPSデータによる西南日本の短期的スロースリップの検出，日本地球惑星
科学連合2011年大会
・ 飛田幹男，石原操，今給黎哲郎，小沢慎三郎，小林知勝，齊藤隆，水藤尚，鈴木啓，西村卓也，野口優
子，宮原伐折羅，宗包浩志，山中雅之，矢来博司，佐藤まりこ，西澤あずさ（2011）：2011年東北地方
太平洋沖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2011年大会
・ 西村卓也，水藤尚（2011）：Detection of short-term slow slip events in southwestern Japan
using GPS data（GPSデータによる西南日本の短期的スロースリップの検出），IUGG XXV General
Assembly（国際測地学・地球物理学連合第15回総会）
・ 西村卓也，小沢慎三郎，水藤尚，小林知勝，飛田幹男，今給黎哲郎（2011）：Co- and post-seismic
deformation of the Mw9.0 2011 Off-Tohoku earthquake and strain accumulation observed by
GEONET（GEONETによって観測された2011年東北地方太平洋沖地震の地震時及び地震後地殻変動とひずみ
蓄積），IUGG XXV General Assembly（国際測地学・地球物理学連合第15回総会）
・ 西村卓也，小沢慎三郎，水藤尚，小林知勝，飛田幹男，今給黎哲郎（2011）：Co- and post-seismic
deformation of the Mw9.0 2011 Off-Tohoku earthquake and strain accumulation observed by
GEONET（GEONETによって観測された2011年東北地方太平洋沖地震の地震時及び地震後地殻変動とひずみ
蓄積），AOGS 2011（アジア・オセアニア地球科学会2011年大会）
・ 今給黎哲郎，飛田幹男，小沢慎三郎，西村卓也，水藤尚，小林知勝（2011），Crustal deformation
and fault model of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake（東北地方太平洋沖地震
による地殻変動と断層モデル），UJNR耐風・耐震部会
・ 小沢慎三郎（2011）：東北地方太平洋沖地震の余効変動，2011年度日本地震学会秋季大会
・ 西村卓也（2011）：測地学的に推定されたプレート間カップリングと東北地方太平洋沖地震により明ら
かになった課題，2011年度日本地震学会秋季大会
・ 飛田幹男・木村久男（2011）：太平洋沿岸における東北地方太平洋沖地震とその後の上下変動，2011年
度日本地震学会秋季大会
・ 飛田幹男，小沢慎三郎，西村卓也，水藤尚，小林知勝，今給黎哲郎（2011），Coseismic and
postseismic deformation of the 2011 Tohoku earthquake observed by geodetic techniques and
estimated slip models（測地技術によって観測された平成23年東北地方太平洋沖地震時と地震後の地
殻変動と推定されたスリップモデル），AGU Fall meeting 2011（アメリカ地球物理学連合2011年秋季
大会）
・ 小沢慎三郎(2012) : 西南日本の固着状態の時空間変化，日本地球惑星科学連合2012年大会．
・ 小沢慎三郎(2013) : 準周期的な日向灘のスロースリップ，日本地球惑星科学連合2013年大会．
・ 小林知勝，西村卓也，飛田幹男（2010）：ALOS/PALSARデータにより検出された2010年ハイチ地震に伴
う地殻変動と震源断層モデル，日本地球惑星科学連合2010年大会
・矢来博司・小林知勝（2010）：干渉SARによる糸魚川-静岡構造線断層帯周辺の地殻変動面的把握の試み，
日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 西村卓也，飛田幹男，矢来博司，雨貝知美，藤原みどり，小荒井衛，宇根寛（2010）：Episodic
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Growth of Fault-related Fault in the Niigata-Kobe Tectonic Zone, Central Japan Observed by
SAR Interferometry（SAR 干渉解析によって見つかった中部日本の新潟神戸ひずみ集中帯での断層関連
褶曲の成長），Hokudan 2010 International Symposium on Active Faulting（北淡国際活断層シンポ
ジウム2010）
・ 西村卓也・水藤尚・小林知勝・飛田幹男（2010）：ひずみ集中帯横断(佐渡-阿賀測線)地殻変動観測
（序報），日本測地学会第114回講演会
・ 小林知勝，西村卓也，飛田幹男（2010）：Crustal deformation associated with the 2010 Haiti
Earthquake（ALOS/PALSAR データを用いたSAR 干渉解析により検出された2010 年ハイチ地震に伴う地
殻変動）, detected by InSAR analysis using ALOS/PALSAR data, 8th Joint Meeting of 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部会第８回合同部会）
・ 飛田幹男，西村卓也，小林知勝（2010）：PALSAR干渉画像による2010年青海省の地震に伴う地殻変動，
日本地震学会2010年度秋季大会
・ 西村卓也（2010）：測地観測から見た新潟地域の地殻変動と活褶曲の成長について，東京大学地震研究
所研究集会「地殻ダイナミクスの総合的理解:地球物理学と物質科学の知見の総合」
・ 今給黎哲郎(2011)：GPS・SARからみた余効変動と余震による地殻変動，日本活断層学会2011年秋季大会
特別シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震に伴う内陸活断層の挙動と地震活動・地殻変動」
・ 小林知勝，飛田幹男（2011）：SAR干渉解析から得られた東北地方太平洋沖地震後に発生した内陸地震
の地殻変動と震源断層モデル，日本測地学会第116回講演会
・ 小林知勝，飛田幹男，鈴木啓，野口優子（2011）：ALOS/PALSARデータにより検出された2010年イラン
南東部の地震に伴う地殻変動，日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 飛田幹男，小沢慎三郎，西村卓也，水藤尚，小林知勝，今給黎哲郎（2011）：Coseismic and
postseismic deformation of the 2011 Tohoku earthquake observed by geodetic techniques and
estimated slip models（測地技術により観測された2011年東北地方太平洋沖地震の地震時および地震
後の地殻変動と推定された滑り分布モデル），American Geophysical Union 2011 Fall Meeting（米国
地球物理学連合2011 年秋季大会）
・ 小林知勝・飛田幹男・西村卓也・小沢慎三郎(2012)：GPS- and InSAR-derived crustal deformation
and fault models of the 2011 Tohoku earthquake and the induced inland earthquakes（GPSおよび
InSAR観測で得られた平成23年東北地方太平洋沖地震および誘発内陸地震に伴う地殻変動と断層モデ
ル）, First Workshop of Asia-Pacific Region Global Earthquake and Volcanic Eruption Risk
Management (G-EVER 1)（第1回アジア太平洋大規模地震・火山噴火リスク対策ワークショップ）
・ 西村卓也・水藤尚・小林知勝・飛田幹男(2012)：新潟—神戸ひずみ集中帯越後平野付近の詳細地殻変動
分布，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 西村卓也・松澤孝紀・小原一成(2012)：GPS データによる西南日本の短期的スロースリップの検出（そ
の２），日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 西村卓也(2012)：GNSS地殻変動データから推定される千島海溝沿いのプレート間カップリング，日本地
震学会2012年度秋季大会
・小林知勝(2012)：PS-InSAR解析による新潟－神戸ひずみ集中帯（越後平野周辺）の地盤変動抽出の試み，
日本地震学会2012年度秋季大会
・小林知勝(2012)：PS-InSAR解析による新潟－神戸ひずみ集中帯（越後平野周辺）の地盤変動抽出の試み，
日本測地学会第118回講演会
・ 小林知勝(2012)：Crustal deformation map for the 2011 off the Pacific coast of Tohoku
Earthquake,detected by InSAR analysis combined with GEONET data（(GEONETデータを組み込んだ
InSAR解析により検出した2011年東北地方太平洋沖地震の地殻変動），日仏セミナー地震・津波
・西村卓也(2013)：日向灘と相模トラフにおけるGNSSデータによる短期的スロースリップイベントの検出，
日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 西村卓也・水藤尚・小林知勝・董勤喜・柴山恭(2013)：越後平野で観測された東北地方太平洋沖地震に
伴う局所的に大きな地殻変動，日本地球惑星科学連合2013年大会
・ 小林知勝(2013)：The 2011 Tohoku earthquake and the related disasters observed by InSAR using
ALOS/PALSAR: Mainshock, induced inland earthquakes, and Liquefaction（ ALOS/PALSAR を用いた
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InSAR解析により観測された2011年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う災害：本震，誘発地震，液状
化），The 4th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar（第４回アジア太平洋合成開
口レーダー学会）
・ 水藤尚（2010）：GEONETによるフィリピン海プレート上での断層すべりの検知能力，2010年度日本地震
学会秋季大会
・ 水藤尚（2011）：GEONETによる太平洋プレート上での断層すべりの検知能力，日本地球惑星科学連合20
11年大会
・ 水藤尚（2011）：GEONETによる日本列島周辺のプレート境界面上の断層すべりの検知能力，2011年度日
本地震学会秋季大会
・ 水藤尚（2011）：GEONETによる内陸活断層帯周辺での断層すべりの検知能力，日本測地学会第116回講
演会
・ 水藤尚，小沢慎三郎，西村卓也，飛田幹男（2012）：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の余効
変動とその発生メカニズム，日本地球惑星科学連合2012年大会
・ 水藤尚（2012）：GEONETによるプレート境界面上の断層すべりの検知能力，南海トラフ沿いの大規模地
震の予測可能性に関する調査部会第２回会合
・ 水藤尚（2012）：GEONETによる主要活断層帯周辺での断層すべりの検知能力，2012年度日本地震学会秋
季大会
・ 水藤尚（2013）：東北地方太平洋沖地震に伴う粘弾性緩和による変動の見積り，日本地球惑星科学連合
2013年大会
・ 水藤尚（2013）：東北地方太平洋沖地震後の東海地方の地殻変動，2013年度日本地震学会秋季大会
研究報告書 29編
（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に関する研究
（審査付き論文）
・ Kuroishi, Y (2009) ：Improved geoid model determination for Japan from GRACE and a regional
gravity field model（GRACEと地域的重力場モデルを用いた日本の改良ジオイド・モデルの決定）,
Earth Planets and Space, 61 (7), 807-813
・ 黒石裕樹（2010）: 水準測量における天文潮汐と海洋潮汐荷重の影響について－日本の一等水準測量観
測の一部における試算－（Effects of astronomic tides and ocean tidal loading on leveling partly estimation for the first-order leveling in Japan），測地学会誌，56，59-72
・ Munekane, H, and J Boehm (2010)： Numerical simulation of troposphere-induced errors in GPSderived geodetic time series over Japan （日本でのGPS時系列における対流圏遅延誤差の数値シミ
ュレーション）, Journal of Geodesy, 84，405-417
・ Panet, I, Y Kuroishi, M Holschneider (2010) ： Flexible datasets combination and modelling
by domain decomposition（領域分割法による異種データの柔軟な結合とモデル化）, Proceedings of
the VII Hotine -Marussi Symposium, (accepted for publication)
・ Panet, I., Y. Kuroishi and M. Holschneider (2011) ：Wavelet modelling of the gravity field
by domain decomposition methods: an example over Japan（領域分割法を用いた重力場のウェーブレ
ット・モデル化：日本における事例）, Geophys. J. Int., 184, 203-219, doi:10.1111/j.1365246X.2010.04840.x
・ Munekane, H., Y. Kuroishi, Y. Hatanaka, K. Takashima, and M. Ishimoto (2010): Groundwaterinduced vertical movements in Tsukuba revisited: installation of a new GPS station（つくばに
おける地下水起源の上下変動の再検討：新しい観測点の設置）, Earth Planets Space, 62, 711-715.
・ 黒石裕樹（2012）: 平均海面位変化と上下変動の検出に向けた験潮データの平滑化手法，測地学会誌，
58，（印刷中）27-42
・ Odera, P.A., Y. Fukuda, and Y. Kuroishi (2012) A high-resolution gravimetric geoid model for
Japan from EGM2008 and local gravity data（EGM2008と局所重力データを用いた日本の高分解能重力
ジオイド・モデル）, Earth Planets and Space, 64 (5), 361-368, doi:10.5047/eps.2011.11.004
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・ Kuroishi, Y.(2013): Comparison of Latest Global and Regional Gravimetric Geoid Models with
GPS/leveling Geoidal Undulations over Japan（全球および日本の重力ジオイド・モデルとGPS/水準
ジオイド高との比較）, International Association of Geodesy Symposia 138, Reference Frames
for Applications in Geosciences, Springer, 221-227
・ Munekane, H.(2013): Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal
tilt of GPS monuments（GPSキネマティック時系列の水平成分に見られる，GPSモニュメントの熱傾斜
に伴う誤差について）, Journal of Geodesy, Volume 87, Issue 4, 393-401.
・ Yoshi N. Sasaki, Shoshiro Minobe and Yuji Miura, Decadal sea level variability along the
coast of Japan in response to ocean circulation changes, Journal of Geophysical Research
(Oceans) (in press)
（審査なし論文・報告等）
・ Munekane, H, Y Kuroishi, Y Hatanaka, K Takashima, M Ishimoto, M Tobita (2009) ： An ultradeeply anchored GPS station in Tsukuba, Japan – preliminary report -（つくばにおける超深度固
定型GPS観測点の開発-序報）, Bulletin of the Geographical Survey Institute, 57, 11-17
・ Panet, I, Y Kuroishi, M Holschneider (2009) ： Wavelet modeling of the gravity field over
Japan（ウェーブレットを用いた日本の重力場のモデル化）, Bulletin of the Geographical Survey
Institute, 57, 19-33
・ 畑中雄樹，宗包浩志，石本正芳，高島和宏，黒石裕樹（2010）：つくばの季節的上下変動：精密計測，
機構解明，およびその監視手法について，国土地理院時報，120，115-123
・ 宗包浩志(2010)： GEONETにおける高さ情報の高精度化に向けて，第39回国土地理院報告会，国土地理
院技術資料A･1-No.355，53-58
・ Munekane, H 宗 包 浩 志 (2010) ： On Improving Precision of GPS-derived Height Time Series at
GEONET Stations（GEONETにおける高さ情報の高精度化に向けて），Bulletin of the Geospatial
Information Authority of Japan国土地理院報告，58，39-46
・ Panet, I, Y Kuroishi, M Holschneider (2011) Représentatioms en ondelettes du champ de
pesanteur （重力場のウェーブレット表現）, Bulletin d’information scientifique et technique
de l’IGN, 77, 79-85
・ 兒玉篤郎，森下遊，宮原伐折羅，河和宏，海老名賴利，黒石裕樹 (2013): 新しいジオイド・モデル
「日本のジオイド2011＋2000」の構築，国土地理院時報，124，73-84
・ 黒石裕樹 (2013): 半離散化ウェーブレット変換を応用した測地データの局在化信号分離の試み，RIMS
共同研究報告集「ウェーブレット解析とサンプリング理論」，2012年9月10-11日，数理解析研究所講究
録，1869，京都大学数理解析研究所，26-34
・ 三浦優司，川元智司（2012）：験潮場のGPS連続観測点を用いた潮位データ解析手法の検討，国土地理
院時報，123集，pp.21-33.
（口頭発表）
・ Munekane, H., J. Boehm (2009): Impact of mapping functions and a priori hydrostatic delays
on GPS-derived vertical coordinates and wet zenith delays over Japan（日本におけるGPSの上下
変動および湿潤天頂遅延量推定量に対するマッピング関数・静水圧遅延量の影響の評価），EGU
General Assembly 2009（欧州地球科学連盟2009年総会）
・ 宗包浩志，黒石裕樹，畑中雄樹，高島和宏，石本正芳（2009）：つくばにおける超深度固定型GPS観測
点の開発，日本地球惑星科学関連学会2009大会
・ 黒石裕樹（2009）：水準測量における天文潮汐と海洋潮汐荷重の効果の試算，日本地球惑星科学関連学
会2009大会
・ Panet, I, Y Kuroishi, M Holschneider (2009) ：Flexible datasets combination and modelling by
domain decomposition approaches（領域分割法による異種データの柔軟な結合とモデル化）, VII
Hotine -Marussi Symposium
・ Panet, I, Y Kuroishi, M Holschneider (2009) ： Regional wavelet modeling of the gravity
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field using domain decomposition methods（領域分割法を用いた地域的な重力場のウェーブレット・
モデル化），IAG 2009 Scientific Assembly（国際測地学協会2009年科学会合）
・ 黒石裕樹（2009）：水準測量における天文潮汐と海洋潮汐荷重の効果の試算－その２，日本測地学会第
112回講演会
・ 宗包浩志，黒石裕樹，畑中雄樹，高島和宏，石本正芳（2010）：国土地理院構内GPS連続観測局の上下
成分みかけ安定性評価，日本地球惑星科学連合2010年大会
・ 黒石裕樹，宗包浩志（2010）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－序報，日
本地球惑星科学連合2010年大会
・ Panet, I, M Holschneider, Y Kuroishi, M Diament (2010) ： Wavelet modeling of the gravity
field,（重力場のウェーブレット・モデル化），EGU General Assembly 2010（欧州地球科学連盟2010
年総会）
・ 宗包浩志（2010）：GEONETにおける高さ情報の高精度化に向けて，第39回国土地理院報告会
・ Kuroishi, Y (2010) ： Effects of astronomic tides and ocean tidal loading on leveling over
long distance: test study for Japan（長距離の水準測量における天文潮汐と海洋潮汐荷重の影響－
日本の事例）, REFAG2010（地球科学における応用のための基準系に関するIAG第1委員会シンポジウム
・ Kuroishi, Y (2010) ： Comparison of latest global and local gravimetric geoid models with
GPS/leveling geoidal undulations over Japan（全球および日本の重力ジオイド・モデルとGPS／水準
ジオイド高との比較）, REFAG2010（地球科学における応用のための基準系に関するIAG第1委員会シン
ポジウム
・ 黒石裕樹，宗包浩志（2010）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－異なる潮
位変化間のコヒーレンス，日本測地学会第114回講演会
・ Patroba Odera, Yoichi Fukuda, Yuki Kuroishi (2011) ：High-resolution gravimetric geoid model
for Japan from EGM2008 and local gravity model（EGM2008と局所重力モデルからの日本の高分解能
重力ジオイド・モデル），日本地球惑星科学連合2011年大会
・ 黒石裕樹（2011）：GPS/験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について－東京湾近傍の海面上
昇速度，日本測地学会第116回講演会
・ 黒石裕樹 (2012) 半離散化ウェーブレット変換を応用した局在化信号分離の試み，プロシーディングス
2012RIMS共同研究・平成24年度数学・数理科学と諸科学・産業との連携研究ワークショップ「ウェーブ
レット解析とサンプリング理論」，16-24
・ 黒石裕樹 (2012) GPS／験潮観測による地殻上下変動と経年的潮位変化について －平滑化海面位の楕円
体高変化，日本測地学会第１１８回講演会要旨，71-72
・ 高島和宏(2012)：世界測地系における日本国内の位置基準監視の高度化に向けたVLBI-GPS 統合解析手
法の検討，日本測地学会第118 回講演会
・ 黒石裕樹 (2013) GNSS／験潮からの平均海面位の重力ポテンシャル値の推定，日本測地学会第120回講
演会要旨，157-158
・ 三浦優司，川元智司（2011）：験潮場のGPS連続観測データを用いた海面変動解析，日本測地学会第116
回講演会.
・ 川元智司，三和功喜（2009）： 験潮場のGPS連続観測データを用いた海面変動解析，日本測地学会第
112回講演会.
研究報告書 19編
（３）地球と国土の表層を科学的に把握するための研究
（論文賞,特許等）
・ 国立天文台・国土地理院・宇宙航空研究開発機構：「かぐや」が見た月の地形，日本国際地図学会地
図展優秀地図，平成 20 年 8 月 8 日．
・ 国土地理院地理地殻研究センター地理情報解析研究室・国立天文台・JAXA：「かぐや」が見た月の地
形，第 5 回 GIS コミュニティフォーラムマップギャラリー第 2 位，平成 21 年 6 月 5 日．
・ 国土交通省国土地理院地理地殻研究センター地理情報解析研究室：感謝状，宇宙航空研究開発機構
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月・惑星探査プログラムグループ，平成 21 年 7 月 3 日．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・神谷泉：つくば市における竜巻被害に関する写真判読と地理情報解析,地理情
報システム学会 ポスター賞, 平成 24 年 10 月 14 日.
・ 小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元(2010)：航空レーザ計測による植生三次元構造を反映した植生図の作
成，日本国際地図学会学会賞論文賞，平成 23 年 2 月 26 日
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之(2010)：Landscape
Ecological Mapping Using LiDAR Data for Biodiversity Evaluation（生物多様性評価のための航
空レーザを使った景観生態学図の作成），国際写真測量学会 第Ⅷ部会シンポジウム Best Paper
Award，
：平成 22 年 8 月 12 日
・ 目代邦康・小荒井衛（2011）
：日本におけるジオパーク活動の展開と地図の活用，日本国際地図学会
学会賞論文賞，平成 24 年 2 月 18 日
（審査付き論文）
・ 荒木博志・田澤誠一・野田寛大・石原吉明・Goossens, S.・佐々木晶・河野宣之・神谷泉(2009)：「か
ぐや」搭載レーザ高度計(LALT)によって明らかにされた月の形状と地形，測地学会誌，vol.55，no.2，
pp.281-290．
・ 荒木博志・田澤誠一・野田寛大・石原吉明・Goossens, S.・佐々木晶・河野宣之・神谷泉・大嶽久志・
Oberst, J.・Shum, C.(2009)：Lunar global shape and polar topography derived from KaguyaLALT laser altimetry（「かぐや」搭載レーザ高度計(LALT)によって明らかにされた月の形状と地形）,
Science, 2009 Feb 13, 323(5916), pp.897-900.
・ 岩橋純子・神谷泉・山岸宏光(2009) ：LiDAR DEMを用いた表層崩壊のアセスメントに適する勾配と凹凸
度の計算範囲の推定．地形，vol.30，no.1，pp.15-27．
・ 秋山実・佐藤浩・小荒井衛・長谷川裕之・本間信一（2009）： 斜面の特徴による雪崩発生危険斜面の
評価モデルの提案, 雪氷， vol.71， no.4， pp.273-281．
・ 佐藤浩・Harp,E.L.(2009): Interpretation of earthquake-induced landslides triggered by the 12
May 2008, M7.9 Wenchuan earthquake in the Beichuan area, Sichuan Province, China using sate
llite imagery and Google Earth, Landslides, vol.6, no.2, pp.153-159.
・ 神谷泉・荒木博志・祖父江真一(2009)：『「かぐや」が見た月の地形』の作成，地図，vol.47，no.1，
pp.33-34．
・ 岩橋純子・山岸宏光（2010）：新潟県出雲崎地域の1961年8月豪雨および2004年7月豪雨による崩壊地の
空間分布の再検討-高解像度オルソ画像と2mDEMによるGIS解析-．日本地すべり学会誌，vol.47，no.5，
pp.28-36．
・ 岩橋純子・神谷泉・松岡昌志（2010）：Regression analysis of Vs30 using topographic attributes
from a 50-m DEM（50ｍDEMによる地形量を用いたVs30の回帰分析）. Geomorphology，vol.117，pp.20
2-205．
・ 神谷泉(2010)：月の地形図に関するアンケート調査，地図，vol.48，no.4，pp.1-6．
・ 小荒井衛・宇根 寛・西村卓也・矢来博司・飛田幹男・佐藤 浩（2010）：SAR干渉画像で捉えた平成1
9年（2007年）新潟県中越沖地震による地盤変状と活褶曲の成長.地質学雑誌，vol.116，no.11，pp.602
-614．
・ 佐藤浩・岩橋純子・小荒井衛・神谷泉・小室勝也（2010）：国土地理院における高解像度DEMの整備と
それを活用した地理情報解析研究．地形，第31巻第4号，pp.359-382．
・ 祖父江真一・荒木博志・田澤誠一・神谷泉 (2010): Proposal of Lunar GIS with Visualized and
Auditory Data of Japan’s Lunar Explorer “KAGUYA (SELENE)”（日本の月探査衛星「かぐや(SELEN
E)」のデータの可視化，可聴化によるGISの提案）, Journal of Communication and Computer, vol.7,
no.1, pp63-68.
・ 岡谷隆基・小荒井衛(2011)：井戸沢断層に沿って出現した地表地震断層に対する地上３次元レーザース
キャナー計測, 写真測量とリモートセンシング, vol.50, no.5, pp.296-301.
・ 佐藤浩・八木浩司(2011)：Landslide susceptibility mapping in western Nepal using active fault
map，Journal of Nepal Geological Society，vol.43，pp.309-316．
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・ Harp,E.L.・Keefer,D.K.・佐藤浩・八木浩司(2011)：Landslide Inventories: the essential part of
seismic landslide hazard analyses, Engineering Geology, vol.122, pp.9-21．
・ 神谷 泉（2012）： 面積と角の歪のバランスを考慮した地図投影法の評価手法と極の性質, 地図，
vol.50， no.3， pp.1-15．
・ 岩橋純子・神谷泉・山岸宏光(2012)：High-resolution DEMs in the study of rainfall- and
earthquake-induced landslides: use of a variable window size method in digital terrain
analysis, Geomorphology, 153-154, pp.29-38.
・ Yong, A.・Hough, S.E.・岩橋純子・Braverman, A(2012)：A terrain-based site conditions map of
California with implications for the contiguous United States, Bulletin of Seismological
Society of America, vol.102, no.1, pp.114-128.
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2013)： 新潟県出雲崎地区における航空レーザ計測データ
による森林の3次元要素の抽出, 写真測量とリモートセンシング， vol.52， no.2， pp.56-68．
・ 神谷泉・小荒井衛・関口辰夫・佐藤浩・中埜貴元・岩橋純子 (2013): 写真計測により捉えた2008年岩
手・宮城内陸地震における地表面の変位量の分布, 地学雑誌, vol.122, no.5, pp.854-874.
・ 佐藤浩・小荒井衛・宇根 寛・八木浩司・牧田肇 (2010) ：航空レーザ測量データおよびハイパースペ
クトルセンサデータを用いた白神山地・泊の平地区における地生態学図の作成．地理学評論，vol.83，
no.6，pp.638-649．
・小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元（2010）：航空レーザ計測による植生三次元構造を反映した植生図の作成.
地図，vol.48，no.3，pp.34-46.
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・長澤良太・日置佳之・司馬愛美子・中山詩織（2011）：中国山地の鉄穴
流し跡地における航空レーザ計測を用いた景観生態学的研究.日本リモートセンシング学会誌，vol.31，
no.1，pp.36-44.
・ 小荒井衛・長谷川裕之・杉村尚・吉田剛司（2011）：国土変遷アーカイブデータを活用した多摩丘陵で
の植生遷移の把握．GIS―理論と応用―，19-1，1-8．
・ 目代邦康・小荒井衛（2011）：日本におけるジオパーク活動の展開と地図の活用，地図，49-3，1-16．
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元・佐藤浩・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2011）：知床
半島と中国山地の景観生態学図．地図，vol.49, no.4, 7-10.
・ 小荒井衛・吉田剛司・長澤良太・中埜貴元・乙井康成・日置佳之・山下亜紀郎・佐藤浩・司馬愛美子・
中山詩織・西謙一（2012）：航空レーザによる景観生態学図の作成．地図，vol.50, no.3, 16-31.
・ 佐藤浩・小荒井衛（2012）：航空機搭載センサデータを用いた新宿御苑と八王子・長沼公園における温
度分布の特徴．日本リモートセンシング学会誌，32，149-156．
・ 小荒井衛・中埜貴元（2013）：地理空間情報の時空間化の検討とつくば市における試作．GIS―理論と
応用―，21-1，1-7．2013
（審査なし論文・報告等）
・ 佐 藤 浩 (2009): Study on landslide Orientation Bias triggered by 1994 Northridge
Earthquake, Proceedings of the 41th Joint Meeting of U.S.-Japan Panel on Wind and Seismic
Effects (UJNR), pp.260-268.
・ 中埜貴元・今給黎哲郎・酒井英男・南景子 (2011)：Preliminary Study of Sedimentary Period of
Layer by Using Natural Remanent Magnetization in Io To Island in Ogasawara Archipelago
（小笠原硫黄島における堆積層の自然残留磁化（NRM）測定による堆積時期の予察的検討）,
Bulletin of the Geospatial Information Authority of Japan, vol.59, pp.15-20.
・ 小荒井衛(2012)：テフラGISや地理空間情報を活用した火山防災研究，月刊地球，vol.34, no.1,
pp.19-32.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・神谷泉（2011）： 東日本大震災における津波浸水域の地理的特徴
について, 国土地理院時報， 第122集， pp.97-111．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・神谷泉(2011)：東日本大震災の津波浸水域の土地利用と地形のGIS
解析, 地理情報システム学会講演論文集，20.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・小松原隆・黒木貴一(2011)：Geomorphologic research using
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LIDAR data （ 航 空 レ ー ザ を 用 い た 地 形 学 的 検 討 ） , Proceedings of 25th International
Cartographic Conference, CO-148.
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・小林知勝・乙井康成(2011)：東北地方太平洋沖地震により誘発さ
れた地震の被害の特徴，第21回環境地質学シンポジウム論文集，pp.105-110．
・ 小荒井衛・岡谷隆基（2012）： つくば市における竜巻災害の写真判読と地形との関係, 写真測量と
リモートセンシング， vol.51， no.3， pp.134-135．
・小荒井衛・岡谷隆基（2012）： 2012年5月のつくば市における竜巻災害について, 国土地理院時報，
第123集， pp.121-128．
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝（2012）
： 2011年3月12日長野県・新潟県県境付近の地震
に伴う災害の特徴, 国土地理院時報， 第123集， pp.143-151．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：Geographical information analysis of tsunami flooded
area by the Great East Japan Earthquake using Mobile Mapping System（MMSを用いた東日本大
震 災 に よ る 津 波 浸 水 域 の 地 理 情 報 解 析 ） , International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B8, XXII ISPRS Congress,
27-32.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元，地理空間情報を活用した自然災害事前予測－東日本大震災を事例
に－, 地理情報システム学会講演論文集，21，2012 (CD)
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・小松原琢・黒木貴一，活褶曲地帯における斜面変動について, 第
22回環境地質学シンポジウム論文集，91-96．
・岡谷隆基・小荒井衛・中埜貴元(2013):津波被害を車で把握－360度撮影, 画像ラボ，vol.24, no.11,
pp.33-38.
・ 佐藤浩・Harp,E.L.(2010):Comparison of satellite image interpretations between ALOS/PRISM
and IKONOS, in the case of landslides triggered by Wenchuan (Sichuan) EQ, U.S. Geological
Survey Open-File Report，
vol.2008-1335, pp.57-58．
・ 小荒井衛（2009）
：国土管理のための時系列地理情報の高度利活用. 第38回国土地理院報告会，国土
地理院技術資料A・1-No.351， pp.41-46.
・ 小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元（2009）：航空レーザ計測による羅臼岳の景観生態学的研究.地理情報
システム学会講演論文集．Vol.18， pp.51-56.
・ 小荒井衛 (2010) ：時系列地理情報を活用して把握した多摩丘陵の土地被覆変遷の特徴．国土地理
院時報，第120集，pp.23-35.
・ 小荒井衛・山下亜紀郎・長澤良太（2010）：景観生態学図による生物多様性評価の可能性.地理，55
巻9月号，9-11.
・ 小荒井衛（2010）
：航空レーザを使った景観生態学的研究.地理，55巻9月号，pp.12-20.
・ Koarai M., Nakano M., Sato H.P., Yoshida T., Yamashita A, Nagasawa R. and Hioki Y
(2010) ： Landscape Ecological Mapping Using LiDAR Data for Biodiversity Evaluation.
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Science, Volume XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan, 501-506, (CD)
・ 小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元（2010）：つくば市の時空間データセットを用いた交通網と沿線土地利
用の時空間解析．地理情報システム学会講演論文集，Vol.19，(CD)
・ 小荒井衛・山下亜紀郎・長澤良太・佐藤浩・中埜貴元・岩橋純子・廣瀬葉子・今井靖晃・森田太
一・大場一樹・吉田剛司・辻村千尋・西謙一・松浦俊也・杉村乾・田中伸彦・宮本麻子・田中浩・
勝木俊雄・滝久智・平田泰雅・鈴木重雄・河本大地・日置佳之・司馬愛美子・中山詩織・楠本良
延・岩崎亘典・平舘俊太郎・稲垣栄洋 (2011) ：景観生態学図による生物多様性評価の可能性．
E-journal GEO，6-1，104-114．
・ 小荒井衛・中埜貴元 (2013) ：面積調でみる東京湾の埋め立ての変遷と埋立地の問題点．国土地理
院時報，第124集，pp.105-115.
（口頭発表）
・ 荒木博志・田澤誠一・野田寛大・石原吉明・Goossens, S.・佐々木晶・河野宣之・神谷泉・大嶽久志・
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Oberst, J.・Shum, C. K.(2009)：「かぐや」搭載レーザ高度計（LALT）による１年間の観測成果，日
本地球惑星科学連合2009年大会.
・ 荒木博志・田澤誠一・野田寛大・石原吉明・Goossens, S.・佐々木晶・河野宣之・神谷泉・大嶽久志・
Oberst, J.・Shum, C. K.(2009)：「かぐや」レーザ高度計(LALT)の月地形観測 －観測実績と解析現
状－，日本惑星科学会2009年秋季講演会
・ 岩橋純子・神谷泉 (2009)： 表層崩壊のアセスメントに適する勾配と凹凸度の計算範囲 ――出雲崎地
域と新居浜地域の事例から――，日本地球惑星科学連合2009年大会．
・ 岩橋純子(2009)：DEMから作成した自動地形分類とVs30データの比較, 第61回国土地理院地理地殻活動
研究センター談話会.
・小荒井衛・鈴木毅彦・中山大地・和知剛・藤縄明彦 (2009)：テフラGISを使ったテフラハザードの評価，
日本地球惑星科学連合2009年大会.
・ 中埜貴元・宇根寛・小白井亮一・鈴木康弘 (2009)：戦時中の米軍空中写真とDEMの重ね合わせによる東
南海地震津波被害の検証，日本地球惑星科学連合2009年大会.
・ 神谷泉・荒木博志・祖父江真一(2009)：LALTによる月の地形図と余色立体図の作成，日本地球惑星科学
連合2009年大会.
・ 神谷泉・小荒井衛・関口辰夫・岩橋純子・中埜貴元(2009)：岩手宮城内陸地震における地表変位の写真
計測―荒砥沢ダム北方の地表変位は地震断層か？―，日本地球惑星科学連合2009年度連合大会．
・佐藤浩(2009)：地震加速度は1994年ノースリッジ地震による斜面崩壊の異方性に影響を及ぼしたのか？，
日本地球惑星科学連合2009年大会.
・ 佐藤浩(2009)：1994年ノースリッジ地震で生じた斜面崩壊の異方性に関する研究，UJNR耐風・耐震構造
専門部会第41回合同部会.
・ 神谷泉(2009)：「かぐや」が見た月の地形，第5回GISコミュニティフォーラム．
・ 神谷泉・小荒井衛・関口辰夫・岩橋純子・中埜貴元・佐藤浩(2009)：岩手・宮城内陸地震における地表
変位の写真計測，日本写真測量学会平成21年度年次学術講演会．
・ 佐藤浩・八木浩司(2009)：ネパール西部の斜面におけるPRISM画像とCartosat-1画像の判読性の比較，
日本写真測量学会平成21年度年次学術講演会．
・ 神谷泉(2009)：岩手・宮城内陸地震の地表変位の写真計測，第64回国土地理院地理地殻活動研究センタ
ー談話会．
・ 神谷泉・荒木博志・祖父江真一(2009): Lunar Topographic Map using KAGUYA laser altimeter
(LALT) data（かぐやのレーザー高度計(LALT)を使用した月の地形図）, 2009 ESRI International
User Conference（2009年ESRI国際地図ユーザー会議）.
・ 神谷泉・荒木博志・祖父江真一(2009)：月の地形図等の作成，平成21年度日本国際地図学会定期大会．
・ 小荒井衛・宇根寛（2009）：干渉SARで捉えた活褶曲の成長についての地形学的考察，日本第四紀学会2
009年大会．
・ 宇根寛・中埜貴元・小白井亮一・鈴木康弘 (2009)：戦時中の米軍撮影空中写真が明らかにした東南海
地震津波被害と微地形の関係,日本地理学会2009年度秋季学術大会．
・ 小荒井衛 (2009)：解像度の違うDEMによる東北地方の火山地形解析，日本火山学会2009年度秋季大会.
・ 佐藤浩・岩橋純子・小荒井衛・小室勝也・星野実（2009）：国土地理院における高解像度DEMの整備と
それを活用した地理情報解析研究,日本地形学連合秋季大会．
・ 岩橋純子・佐藤浩（2009）：豪雨と地震による崩壊の地形特性の比較－LiDARデータの分析から－,日本
地形学連合秋季大会．
・ 佐藤浩・八木浩司(2009)：GDEMを用いたネパール西部の斜面崩壊の地形的特徴の把握，2009年度 空間
情報科学研究センター シンポジウム- CSIS DAYS 2009 –．
・ 岩橋純子 (2010)：高密度地形データを用いた斜面崩壊のGIS解析，第１回GIS Landslide研究集会．
・ 佐藤浩 (2010)：ネパール西部の斜面崩壊の地形的特徴，第１回GIS Landslide研究集会．
・ 佐藤浩・八木浩司(2009)：PRISM画像から判読したハイチ地震の斜面崩壊について，ALOS-2/3ワークシ
ョップ．
・ 岩橋純子・神谷泉・松岡昌志 (2010)：数値地図50mメッシュ（標高）を用いたVs30マップの作成，日本
地球惑星科学連合2010年大会．
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・ 小荒井衛・鈴木毅彦・中山大地(2010)：テフラGISと地理空間情報を組み合わせた火山ハザード評価，
日本地球惑星科学連合2010年大会.
・ 神谷泉 (2010)：月の地形図に関するアンケート調査，日本地球惑星科学連合2010年大会.
・ 佐藤浩・神谷泉・中埜貴元・小荒井衛・宇根寛(2010)：1944年12月撮影空中写真による渥美半島中部の
斜面崩壊判読，日本地球惑星科学連合2010年度連合大会．
・ 佐藤浩・八木浩司(2010)：ネパール西部の地震による斜面崩壊危険性の検討，日本写真測量学会平成22
年度年次学術講演会．
・ 神谷泉(2010)：岩手・宮城内陸地震の地表変位の写真計測（２），第72回国土地理院地理地殻活動研究
センター談話会．
・ 今給黎哲郎・小荒井衛・中埜貴元・大井信三・矢来博司・佐藤浩・佐々木圭一(2010)：小笠原硫黄島の
火山活動と隆起活動，日本火山学会2010年度秋季大会．
・ 中埜貴元・神谷泉・宇根寛(2010)：1944年東南海地震の津波被害を捉えた米軍空中写真のオルソ化と鳥
瞰図作成，日本写真測量学会平成22年度秋季学術講演会．
・ 中埜貴元（2010）：戦時中の米軍撮影空中写真と数値標高データの重ね合わせによる東南海地震津波被
害の検証，平成22年度国土交通省国土技術研究会．
・ 小荒井衛(2011)：テフラGISや地理空間情報を活用した火山防災研究,日本第四紀学会テフラ・火山研究
委員会シンポジウム 日本列島周辺に分布するテフラのデータベース整備に向けて．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・小松原琢・黒木貴一(2011)： 新潟県中越地方芋川流域の段丘編年,
日本地理学会2011年春季学術大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・小松原琢・黒木貴一(2011)： 活褶曲地帯の地形発達と斜面崩壊の関
連，日本地球惑星科学連合2011年度連合大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・鈴木毅彦・中山大地・和知剛・藤縄明彦（2011）： 電子国土を使ったテフラの
露頭情報のweb配信，日本地球惑星科学連合2011年度連合大会．
・ 神谷泉(2011)：面積の歪みと角の歪みのバランスを考慮した地図投影法の設計方法，日本地球惑星科学
連合2011年度連合大会．
・ 黒木貴一・小荒井衛・小松原琢・岡谷隆基・中埜貴元(2011)：地形量解析による平成16 年新潟県中越
地震で生じた斜面崩壊地域の推定, 日本地球惑星科学連合2011 年大会.
・ 鈴木毅彦・小荒井衛・笠原天生・河合貴之(2011)：第四紀の地形・地質に記録された長期的な地殻変動
と2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動の関係, 日本地球惑星科学連合2011 年大会.
・ 神谷泉(2011)：空撮映像を用いた東北地方太平洋沖地震の津波の計測，第80回国土地理院地理地殻活動
研究センター談話会．
・ 小荒井衛(2011)：東北地方太平洋沖地震の津波浸水域の地理的特性について, 第84回国土地理院地理地
殻活動研究センター談話会.
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・神谷泉・乙井康成(2011)：東日本大震災に関連した国土地理院の地理
情報解析研究, 日本第四紀学会古地震ネオテクトニクス研究委員会 緊急シンポジウム「巨大地震を探
る―第四紀学からのアプローチ－」.
・ 神谷泉・乙井康成・岡谷隆基・小荒井衛(2011)：海上を進行中の津波の波頭等の計測, 東北地方太平洋
沖地震津波に関する合同調査報告会．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・小松原琢・黒木貴一(2011)： Geomorphological research using
LIDAR data（航空レーザを用いた地形学的検討）, ICC2011 25th International Cartographic
Conference(第25回国際地図学会議).
・ 神谷泉(2011)：面積の歪みと角の歪みのバランスを考慮した既存図法の評価，日本国際地図学会平成23
年度定期大会．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・小林知勝・飛田幹男・脇坂安彦・佐々木靖人・阿南修司(2011)：平成23年４月11
日福島県浜通りの地震による地盤変状とSAR干渉画像との関連,日本第四紀学会2011年大会．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・小林知勝・飛田幹男・脇坂安彦・佐々木靖人・阿南修司(2011)：平成23年４月11
日福島県浜通りの地震による被害状況と地形・地質との関連,日本地質学会第118回学術大会．
・ 小荒井衛・神谷泉・岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元(2011)：東日本大震災による津波状況の計測と浸水
域の地理的特徴，日本地質学会地質情報展．
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・ 小荒井衛(2011)：東日本大震災での地理空間情報の活用例と最新動向，空間情報セミナーin新潟．
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2011)：2011年長野県北部地震における被害分布の特徴,日
本地理学会2011年秋季学術大会.
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・神谷泉(2011)：東北地方太平洋沖地震の宮城県津波浸水域の土地利用
と地形の特徴，日本地理学会2011年秋季学術大会．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・神谷泉(2011)：東日本大震災の津波浸水域の土地利用と地形のGIS 解
析，地理情報システム学会第20回研究発表大会．
・ 岡谷隆基・小荒井衛(2011)：Mobile Mapping Systemによる津波浸水高の計測，平成23年度国土交通省
国土技術研究会．
・ 岡谷隆基・小荒井衛(2011)：Mobile Mapping Systemによる平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う津波
浸水高の計測，日本写真測量学会平成23年度秋季学術大会．
・ 岡谷隆基・小荒井衛(2011)：Mobile Mapping Systemによる東日本大震災に係る津波浸水深・浸水高の
計測，2011年度 空間情報科学研究センター シンポジウム- CSIS DAYS 2011 –．
・ 小荒井衛(2011)：東北地方太平洋沖地震による津波浸水域の地理的特徴について．茨城県建設技術研修
センター第５回建設技術講演会．
・ 小荒井衛(2011)：解像度や諸元の違うDEM解析による地形的特徴抽出の違い，第３回GIS Landslide研究
集会．
・ 小荒井衛(2011)：リモートセンシングを活用した山地の地形特性の把握，第11回共生科学研究センター
シンポジウム－宇宙からの目で地球を知る・地域を知る－．
・ 小荒井衛(2011)：東日本大震災に関する地理情報解析―津波・液状化被害と誘発地震による被害を中心
に－, 工学部付属教育研究センター「防災セキュリティ技術教育研究センター」設立に向けた勉強会
（茨城大学）.
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・小林知勝・乙井康成(2012)：東北地方太平洋沖地震により誘発された
地震の被害の特徴，第２０回環境地質学シンポジウム．
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2012)：航空レーザ測量データを用いた植生の樹高を考慮し
た土地被覆分類の試行，日本地理学会2012年春季学術大会．
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：東日本大震災における仙台平野の津波浸水域の地理的特徴，日
本地理学会2012年春季学術大会．
・ 小松原琢・黒木貴一・小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：2004年中越地震時の地すべりと山地斜面
の発達過程, 日本地理学会2012 年春季学術大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・小松原琢・黒木貴一(2012)：中越地方における地震による活褶曲の成
長と斜面変動, 日本地球惑星科学連合2012年大会.
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2012)：新潟県出雲崎地区における航空レーザ測量データと
樹高・樹木密度の対応, 日本地球惑星科学連合2012年大会.
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2012)：2011年3月12日長野県・新潟県境付近の地震に伴う
地盤災害の特徴, 日本地球惑星科学連合2012年大会.
・ 中埜貴元・今給黎哲郎 ・小荒井衛・乙井康成・大井信三・佐々木圭一(2012)：小笠原硫黄島の詳細な
段丘編年と地殻変動観測による火山活動史の推定, 日本地球惑星科学連合2012年大会.
・ 海津正倫・北村恭兵・小荒井衛(2012)：仙台・石巻平野における津波の流動と土地条件, 日本地球惑星
連合2012年大会.
・ 黒木貴一・小荒井衛・小松原琢・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：平成16年新潟県中越地震で生じた斜面崩
壊地域の起伏量, 日本地球惑星連合2012年大会.
・ 小荒井衛(2012)：MMSで求めた津波浸水深と津波被害の地形的特徴との関連, G空間EXPO 空間情報によ
る災害調査－東日本大震災以降の新展開.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：東日本大震災の津波浸水域の地形と土地利用の特徴, 日本沿岸
域学会平成24年度「研究討論会」(第25回).
・ 小荒井衛(2012)：活褶曲地帯の地震による斜面変動について, 第92回国土地理院地理地殻活動研究セン
ター談話会.
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2012)：斜面災害発生地における航空レーザ測量データと樹
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高・樹木密度の対応, 第4回 GIS-Landslide and Natural Hazard研究集会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：Geographical information analysis of tsunami flooded
area by the Great East Japan Earthquake using Mobile Mapping System（MMSを用いた東日本大震災
による津波浸水域の地理情報解析）, The 22 Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing（国際写真測量学会第22回大会）.
・ 小松原琢・小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元・黒木貴一(2012)：新潟県中越地震被災地域・芋川中流域の
斜面微地形分類と地震性斜面変動多発地域の特性, 日本地形学連合2012年秋季大会.
・ 岡谷隆基・小荒井衛・中埜貴元(2012)：Mobile Mapping Systemによる東北地方太平洋沖地震に伴う三
陸地域の津波浸水深の計測, 日本地理学会2012年秋季学術大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・神谷泉(2012)：2012年5月のつくば市における竜巻災害について, 日本地理学会2
012年秋季学術大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：地理空間情報を活用した自然災害事前予測－東日本大震災を事
例に－, 地理情報システム学会第21回研究発表大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・神谷泉(2012)：つくば市における竜巻被害に関する写真判読と地理情報解析, 地
理情報システム学会第21回研究発表大会.
・ 小荒井衛(2012)：国土地理院における東日本大震災の津波浸水高の計測について, 平成24年度愛媛大学
GIS研究会.
・ 黒木貴一・小荒井衛・小松原琢・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：平成16 年新潟県中越沖地震で生じた斜
面崩壊と起伏量, 平成24年日本応用地質学会研究発表.
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2012)：新潟県出雲崎地区における航空レーザ測量データと
樹高・樹木密度との対応, 日本写真測量学会平成24年度秋季学術講演会.
・ 岡谷隆基(2012)：新潟県出雲崎地区における航空レーザ測量データと樹高・樹木密度及び斜面崩壊の対
応について, 第87回国土地理院地理地殻活動研究センター談話会.
・ 中埜貴元(2012)：小笠原硫黄島の詳細な段丘編年と地殻変動観測により推定した火山活動史, 第87回国
土地理院地理地殻活動研究センター談話会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2012)：津波浸水深と建物被害と地形との関係, 日本写真測量学会平成
24年度秋季学術講演会.
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基・小松原琢・黒木貴一(2012)：活褶曲地帯における斜面変動について,
第22回環境地質学シンポジウム.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・神谷泉(2013)：2012年5月のつくば市における竜巻被害の空中写真判読と地理情
報解析, STAテクノロジー・ショーケース2013.
・ 小荒井衛・小松原琢・岡谷隆基・中埜貴元・黒木貴一・古澤明・鈴木毅彦(2013)：魚野川・芋川流域の
テフラについて, 日本地理学会2013年春季学術大会.
・ 小荒井衛・小松原琢・中埜貴元・岡谷隆基・黒木貴一(2013)：信濃川歪集中帯における地震による活褶
曲の成長と斜面変動, 日本地球惑星科学連合2013年大会.
・ 岡谷隆基・乙井康成・中埜貴元・小荒井衛(2013)：航空レーザ計測データより導出される樹高・樹木密
度と斜面崩壊との関係, 日本地球惑星科学連合2013年大会.
・ 岡谷隆基・中埜貴元・小荒井衛(2013)：Mobile Mapping Systemによる東北地方太平洋沖地震に伴う津
波浸水深の計測, 日本地球惑星科学連合2013年大会.
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2013)：2011年長野県・新潟県県境付近の地震に伴う地盤災
害の分布特性, 日本地球惑星科学連合2013年大会.
・ 黒木貴一・小荒井衛・ 小松原琢・岡谷隆基・中埜貴元(2013)：コンポジット衛星データによる新潟県
中越地震の斜面崩壊抽出, 日本地球惑星科学連合2013年大会.
・ 中埜貴元・今給黎哲郎・小荒井衛・大井信三・佐々木圭一(2013)：Volcanic activity history of
IoTo Island in Ogasawara Archipelago estimated by the terrace chronology and crustal deforma
tion observation（詳細な段丘編年と地殻変動観測により推定した小笠原硫黄島の火山活動史）,
IAVCEI 2013 Scientific Assembly（国際火山学及び地球内部化学協会2013年学術総会）.
・ 小荒井衛・鈴木毅彦(2013)：Vocanic hazard estimation using tephra GIS and geo-spatial
information（テフラGISと地理空間情報を活用した火山災害の評価）, IAVCEI 2013 Scientific
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Assembly（国際火山学及び地球内部化学協会2013年学術総会）.
・ 岡谷隆基・小荒井衛・中埜貴元(2013)：Surveying tsunami flooded depth brought by the 2011 off
the Pacific Coast of Tohoku Earthquake by Mobile Mapping System (MMS) （Mobile Mapping
Systemによる東北地方太平洋沖地震に伴う津波浸水深の計測）, IGU 2013 Kyoto Regional Conference
(2013年京都国際地理学会議).
・ 中埜貴元・小荒井衛・乙井康成・小林知勝(2013)：Characteristic of foundation disaster
distribution caused by a strong inland earthquake in fold region – Experience with the
Nagano-Niigata border Earthquake in 2011（褶曲地帯の内陸直下型地震により発生する地盤災害分布
の特徴―2011年長野県新潟県県境付近の地震を例に）, IGU 2013 Kyoto Regional Conference (2013年
京都国際地理学会議).
・ 小荒井衛・中埜貴元・岡谷隆基(2013)：地理空間情報の解析からみた津波被害と土地条件との関係, 日
本地質学会第120年学術大会.
・ 小荒井衛・岡谷隆基・中埜貴元(2013)：東日本大震災における津波浸水深と被害の関係, 日本地理学会
2013年秋季学術大会.
・ 神谷泉・松岡洋子・乙井康成(2013)：ビデオ映像を利用した竜巻の位置の同定, 日本写真測量学会平成
25年度秋季学術講演会．
・ 神谷泉(2013)：最適な地図投影法を求めて, 第96回国土地理院地理地殻活動研究センター談話会.
・ 小荒井衛(2013)：デジタル標高データの利用事例, 地理空間情報を用いた防災・減災セミナー.
・ 岩橋純子・岡谷隆基・乙井康成・小荒井衛・中埜 貴元(2013)：航空レーザ測量アーカイブデータから
推測した樹高・樹木本数と現地状況の比較, CSIS DAYS 2013 全国共同利用研究発表大会.
・ 岩橋純子・中埜貴元・小荒井衛(2013)：基盤地図情報(5mDEM)を用いた伊豆大島の斜面分類, 第5回GISLandslide研究会.
・ 神谷泉(2014)：最適な地図投影法を求めて, STAテクノロジー・ショーケース2014.
・ 小荒井衛・中埜貴元・廣瀬葉子（2009）：知床半島羅臼岳での植生三次元構造に基づく航空レーザ植生
図作成．日本地球惑星科学連合2009年大会．
・ 水谷千亜紀・小荒井衛・中埜貴元（2009）：筑波研究学園都市を事例とした土地利用遷移分析．日本地
球惑星科学連合2009年大会．
・ 小荒井衛（2009）：環境変遷の把握に活用可能な国土地理院が所有する地理空間情報．JBON第1回ワー
クショップ．
・ 小荒井衛（2009）：国土管理のための時系列地理情報の高度利活用．第38回国土地理院報告会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・長澤良太・日置佳之・司馬愛美子・中山詩織（2009）：航空レーザ測量で把握可
能なかんな流し関連の地形と植生．日本写真測量学会平成21年度年次学術講演会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・長澤良太・日置佳之（2009）：航空レーザデータを活用した里山地域（「かんな
流し」の行われた地域）の景観生態学的評価－ジオパーク的な視点から－．日本地質学会2009岡山大会．
・ 伊藤史彦・畠周平・小荒井衛・長澤良太・司馬愛美子 (2009)：航空レーザ計測データを用いた中国山
地における鉄穴流し跡地の地形解析．日本地理学会2009年度秋季学術大会．
・ 小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元（2009）：航空レーザ計測による羅臼岳の景観生態学的研究．地理情報シ
ステム学会第18回研究発表大会．
・ 西謙一（酪農学園大学）・吉田剛司（酪農学園大学）・山下亜紀郞（酪農学園大学）・横尾泰広（国際
航業）・小荒井衛（2009）：航空レーザ測量を利用したエゾシカ（Cervus Nippon Yesoensis)不嗜好生
植物ハンゴンソウ(Senecio Cannabifolus)の分布拡大の把握－原生自然環境知床岬での事例－．地理情
報システム学会第18回研究発表大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・司馬愛美子・長澤良太・中山詩織・日置佳之（2009）：航空レーザデータによる
中国山地の景観生態学的研究．2009年度空間情報科学研究センターシンポジウム－CSIS DAYS 2009－．
・ 小荒井衛・中埜貴元・岩橋純子・佐藤浩（2009）：Landscape-Ecological Map using Three
Dimensional Vegetation Structure and Micro Landform Classification detected by LIDAR Survey
Data（航空レーザ測量データで捉えた植生三次元構造と微地形分類を使った景観生態学図）. 24th
International Cartographic Congress（第24回国際地図学会議）
・ 小荒井衛（2009）：Three Dimensional Vegetation Structure Map using LIDAR Survey Data（航空レ
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ーザ測量データを使った植生三次元構造図）. 24th International Cartographic Congress（第24回国
際地図学会議）
・ 小荒井衛・佐藤浩・中埜貴元・吉田剛司・山下亜紀郎・西謙一・長澤良太・日置佳之・司馬愛美子・中
山詩織（2009）：世界自然遺産地域や里山地域での生物多様性評価のための航空レーザ計測の活用―微
地形と植生三次元構造との関連性の解析から―．（社）日本リモートセンシング学会第47回学術講演会．
・ 小荒井衛（2009）：航空レーザ計測で捉えた微地形と植生三次元構造－世界自然遺産地区，里山地区の
生物多様性評価のために－，国土地理院地理地殻活動研究センター談話会．
・ 小荒井衛（2010）：航空レーザ測量で捉えた微地形と植生三次元構造－世界自然遺産地域・知床での事
例－．第7回北海道測量技術講演会．
・ 小荒井衛・山下亜紀郎・長澤良太（2010）：シンポジウム「景観生態学図による生物多様性評価の可能
性」の趣旨説．日本地理学会2010年春季学術大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・岩橋純子・廣瀬葉子・今井靖晃・森田太一（2010）：航空レーザを用い
た三次元植生区分の試み．日本地理学会2010年春季学術大会．
・ 佐藤浩（2010）：航空レーザ測量データを用いた白神山地における地生態学図の作成．日本地理学会20
10年春季学術大会．
・ 吉田剛司・西謙一・山下亜紀郎・小荒井衛（2010）：知床岬における生物多様性評価のための景観生態
学図の試作．日本地理学会2010年春季学術大会．
・ 小荒井衛（2010）：迅速測図原図を使った三浦半島の植生変遷の把握．日本地理学会2010年春季学術大
会．
・ 水谷千亜紀・小荒井衛・中埜貴元（2010）：土地利用ポリゴンデータに基づいた土地利用遷移分析．日
本地球惑星科学連合2010年大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩（2010）：鉄穴流し跡地におけるレーザ植生図作成と地形解析．日本写真
測量学会平成22年度年次学術講演会．
・ 小荒井衛（2010）：パネルディスカッション「リモートセンシングが生物多様性を守る」
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・長澤良太・日置佳之（2010）：Landscape-Ecological Map using LIDAR
Survey Data for Biodiversity Evaluation of Satoyama Region（里山地域の生物多様性評価のため
の航空レーザデータを使った景観生態学図）．International Geographical Union Regional
Conference（国際地理学会地域大会）
・ 小荒井衛（2010）：地理空間情報の防災や環境への利活用．第2回東北時空間GISフォーラム．
・ 小荒井衛・中埜貴元・佐藤浩・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之(2010)：Landscape
Ecological Mapping Using LiDAR Data for Biodiversity Evaluation（生物多様性評価のための航空
レーザを使った景観生態学図の作成）．Technical Commission VIII Simposium, International
Society for Photogrammetry and Remote Sensing（国際写真測量学会第8技術部会シンポジウム）．
・ 乙井康成（2010）：植生指標（NDVI）の長期的安定性による生物多様性評価に関するフィジビリティ・
スタディ，国土地理院地理地殻活動研究センター談話会．
・ 小荒井衛（2010）：航空レーザで捉えた植生三次元構造と森林下の地形．第2回GCOM-C奈良Gセミナー
・ 小荒井衛・中埜貴元（2010）：つくば市の時空間データセットを用いた交通網と沿線土地利用の時空間
解析．地理情報システム学会第19回研究発表大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・佐藤浩（2010）：航空レーザで把握した植生三次元構造による景観生
態学的解析．地理情報システム学会第19回研究発表大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元（2010）：時空間データセットを用いたTX 沿線の土地利用変化の特徴―つくば市
TX 研究学園駅周辺の事例―，2010年度空間情報科学研究センターシンポジウム－CSIS DAYS 2010－．
・ 小荒井衛（2010）：地理空間情報を活用した環境防災研究の動向．地理情報システム学会中国支部第16
回GISセミナー・中国．
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2011）：航空レーザ測
量データを用いた景観生態学的研究．TXテクノロジー・ショーケースinつくば．
・ 小荒井衛（2011）：航空レーザ測量による景観生態学図の作成．平成22年度鳥取大学・日南町連携事業
報告会
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2011）：航空レーザを
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用いた知床半島と中国山地における景観生態学図の作成．日本地理学会2011年春季学術大会．
・ 中埜貴元・小荒井衛（2011）：時空間データセットから抽出した土地利用データによる土地利用変遷分
析．日本地理学会2011年春季学術大会．
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2011）：航空レーザ技
術で作成した景観生態学図について．日本地球惑星科学連合2011年大会．
・ 水谷千亜紀・小荒井 衛・中埜貴元(2011)ポリゴン型土地利用データを用いた遷移過程の分析．日本地
球惑星科学連合2011年大会．
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元・佐藤浩・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2011）：Land
scape-ecological maps for biodiversity evaluation using LIDAR data（航空レーザを用いた生物多
様性評価のための景観生態学図の作成）．25th International Cartographic Conference（第25回国際
地図学会議)．
・ 小荒井衛・乙井康成・中埜貴元(2011)：航空レーザ測量データを用いた景観生態学図作成のマニュアル
化の検討．日本国際地図学会平成23年度定期大会．
・ 水谷千亜紀・Greger, K.・Estoque, R.・Munthali, K.・小荒井衛・中埜貴元(2011)：生存期間に着目
した土地利用の時空間分析. 地理情報システム学会第20回研究発表大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・村山祐司・水谷千亜紀 （2012）：つくば市の時空間地理情報によるＴＸ沿線の
土地利用解析，TXテクノロジー・ショーケースinつくば
・ 小荒井衛・水谷千亜紀・中埜貴元（2012）：時系列地理情報を活用した人為インパクトによる土地被覆
（利用）変遷について．日本地球惑星科学連合2012年大会岡谷隆基（2012）：航空レーザ測量データを
用いた建物高図の作成．日本国際地図学会平成24年度定期大会．
・ 小荒井衛（2013）：ジオパークの地図の地形表現について．日本国際地図学会平成25年度定期大会．
・ 小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・佐藤浩・吉田剛司・山下亜紀郎・長澤良太・日置佳之（2013）：Land
scape ecological maps by LIDAR survey data（航空レーザ計測による景観生態学図）．IGU 2013
Kyoto Regional Conference（2013年国際地理学会議京都地域大会）．
・ 小荒井衛（2013）：航空レーザ測量による景観生態学図の作成．千葉大学大学院園芸学研究科「国際ラ
ンドスケープ学展開論」特別講演．
・ 小荒井衛（2013）：航空レーザデータを用いた自然環境の把握に関する研究．筑波大学大学院共通科目
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