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はじめに1
衛星測位システムは1993年にアメリカのGPSが

衛星配備の初期完了を宣言した頃から急速に利用が
拡大し、いまや、カーナビゲーション、携帯電話・ス
マートホンで幅広く利用されているのはご承知のと
おりである。これらは衛星から送信される測距信号
を使ってメートルオーダーの精度で位置を測る手法
を使っているが、衛星からの送信電波である搬送波
の位相を使う手法ではミリメートルからセンチメー
トルオーダーの高精度な測位解が得られるため測地
や測量、施工等で利用されている。

一方、衛星測位システムはアメリカのGPSが運
用を開始した後、各国がそれぞれのシステムを開
発し、運用あるいは試験運用中である。ロシアの
GLONASS（グロナス）、EUのGalileo（ガリレオ）、中

国のBeiDou（北斗衛星導航系統）、日本のQZSS（準
天頂衛星システム）である。これらの衛星測位システ
ムを総称してGNSS（Global Navigation Satellite 
System）と呼んでいる。現在、これらの衛星電波・信
号を受信できるGNSS受信機が供給され始めている。

本稿では、上記の衛星電波・ 信号を受信できる
GNSS受信機を用いて実際に衛星を観測し、搬送波
位相による測位を行った事例を紹介し、GNSSの現
状について概観する。

GNSS衛星の観測状況2
現在、GNSS衛星はどの程度の数、観測できるの

であろうか。GNSS受信機としてGPS、GLONASS、
Galileo、BeiDou、QZSSに対応しているTrimble社製
NetR9を用いて観測を行った例を示す。観測場所は
千葉県船橋市にある日本大学理工学部船橋校舎7号
館屋上（北緯35°43′、東経140°3′）であり、周囲に衛
星電波を遮蔽する構造物はほぼ無い環境である。観
測日時は2016年6月27日の日本時間9時から6月28
日9時までの24時間であり、 キネマティック測位
モードで1秒毎にデータを取得した。なお、データの
解析及び結果の表示についてはRTKLIB（ver.2.4.2）※1

を用いた。
図−1は観測の状況を示している。左の受信機Aが

基準局用の受信機であり、右が移動局用の受信機Bで
ある。A点、B点の座標は最寄りの電子基準点「白井」
からの基線解析、仮定網平均計算により求めている。

※1　 RTKLIBは、東京海洋大学の高須知二氏が作成したオープン
ソースプログラムである。「URL http://www.rtklib.com/」
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2．1　24時間での衛星の運行軌跡
A点での24時間の衛星軌跡図を図−2の天空図に

示す。天空図とは観測地点からみて衛星がどの位置
にあるかを示す図であり、円の中心が観測地点から
みて天頂の位置になる。円の上下が観測地点からみ
て北（N）、南（S）の方向、円の右左が東（E）と西（W）の
方向である。また、同心円状の点線は観測地点から見
上げたときの仰角であり、15°間隔で描画されてい
る。外側の円（実線）は仰角0°すなわち水平線を表す。
また、円の中心である天頂の仰角は90°である。図中
の黄緑色の線は2周波数帯（L1、L2）を、赤色の線は2
周波数帯（L1、L5）を、青色の線は3周波数帯（L1、L2、
L5）をそれぞれ送信している衛星の軌跡である※2。

図−2の（a）はGPS衛星（31機）の軌跡図であり、北

※2　 L1、L2、L5は そ れ ぞ れ 中 心 周 波 数 が1575.42MHz、
1227.60MHz、1176.45MHzの周波数帯域を示している。

方向を除いて天空を万遍なく運行していることがわ
かる。（b）はGLONASS（24機）であるが、北方向に軌
跡の空白部分があるものの、GPSに比較すると空白
部分は小さい。これはGPS衛星の軌道傾斜角が赤道
面に対して55°であるのに対し、GLONASSは63°と
傾きが大きく、なるべく北方向に衛星が周回する軌
道をとっているためである。（c）はGalileo（8機）であ
るが、数は少ないがGPSと同じような軌跡となって
いる。（d）はQZSS（1機）であり、天頂付近を上端とし
て八の字を描く軌道である。この八の字は観測地点
からみて若干西側にある。また、観測地点からは24
時間水平線の上にあることがわかる。（e）はBeiDou

（13機）であり、中高度軌道衛星（MEO）5機、静止衛
星（GEO）3機、傾斜地球同期軌道衛星（IGSO）5機で
ある。図からもわかるように観測地点からみると西
側に衛星が偏っており、南東側に衛星がいない。（f）

図−2　 各衛星測位システムの衛星軌跡図（24時間） 
2016年6月27日9時〜 28日9時（日本時間）、千葉県船橋市（北緯35°43′、東経140°3′）、RTKLIBを用いて作成
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は全体（77機）の軌跡図であり、北方向の一部を除い
て天空を万遍なく覆っていることがわかる。

2．2　ある時点での衛星配置
衛星の軌跡図だけでは天空上での衛星配置をイ

メージしにくいので、ある時点での衛星配置を示
そう。

図−3は2016年6月28日午前0時（日本時間）での
各衛星の配置図である。

図の黄緑色の衛星は2周波数帯（L1、L2）を、赤色の
衛星は2周波数帯（L1、L5）を、青色の衛星は3周波数
帯（L1、L2、L5）を送信している衛星である。図−3の

（a）はGPS衛星であり、9機が見えている。仰角の高
い天頂付近、仰角の低い水平線付近の双方に衛星が
配置している。方向別に配置をみると天空の南側と
北側を比較しても、東側と西側を比較しても偏りは

小さくバランスの良い衛星配置といえよう。（b）は
GLONASSであるが8機が水平線より上にある。東西
南北の各方向にバランスよく配置しているが、仰角
の高い天頂付近に衛星がいない。（c）はGalileoであ
るが、見えている4機の内、3機が西側に配置されて
いる。（d）はQZSSであり、この時点では1機がほぼ天
頂に位置している。（e）はBeiDouであり8機が見え
ているが、内3機（C01、C03、C04）は赤道面上に位
置する静止衛星である。図からわかるように南西方
向に偏って配置している。（f）は全体の衛星配置図で
あり、北方向の一部、東方向と西方向の低仰角部を除
いて天空に万遍なく配置している。

ただし、この図はあくまでもある一時点での配置
であり、時間とともに配置は大きく変わっていくこ
とに注意していただきたい。

図−3　 各衛星測位システムの衛星位置図 
2016年6月28日0時（日本時間）、千葉県船橋市（北緯35°43′、東経140°3′）、RTKLIBを用いて作成
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各衛星測位システムでの
高精度測位の例3

では、各衛星測位システムを用いた搬送波位相に
よ る 測 位 結 果 の 例 を 示 そ う。GPS、GLONASS、
BeiDouは測位に必要な衛星数を確保できているた
め、それぞれ単独でも搬送波位相による高精度測位
が可能である。ここでは、A点、B点における24時間
観測データをもとに、RTKLIBを用いてA点を基準局
とするB点へのキネマティック解析を1秒ごとに行
い、その結果を図化した。解析に使用した衛星は仰角
15°以上の衛星である。また、GPSにQZSSを加えた
解析結果についても示す。

3．1　GPS
図−4はGPSの測位結果を示している。左の図は

測位結果の平面分布図であり、縦軸が平面直角座標
Ⅸ系でのX座標（北方向）、横軸がY座標（東方向）であ
る。右の図は測位結果の立面分布図であり、縦軸がH
座標（標高）、横軸がY座標（東方向）である。両図とも
キネマティック解析で出力された解のうち、フィッ
クス解（高精度解）のみをプロットしている※3。また、
電子基準点から求めた基準座標値の点を赤色の点と
してプロットしている。図−4からX座標、Y座標の分
布は基準座標値から±1cm程度、H座標（標高）は±
2cm程度となっている。

3．2　GPS＋QZSS
図−5にGPS＋QZSSによる測位結果を示す。GPS

単独の測位よりも平面図、立面図とも分布の広がり
が小さくなっており、測位精度が向上していること
が伺える。

3．3　GLONASS
GLONASSによる測位結果を図−6に示す。GPSと

は異なり、測位結果が広く分布していることがわか
る。特に、立面図はH座標（標高）の変動が大きく、図
に収まっていない。表−1に示すようにH座標（標高）

※3　 キネマティック解析における解には、フィックス解（厳密解：
ミリメートル〜センチメートル精度）とフロート解（非厳
密解：数十センチメートル〜数メートル精度）とがある。

の最大値、最小値の差は非常に大きいが、時系列でみ
ると常に大きく変動しているわけではなく、ある時
間帯での変動が大きくなっている。H座標（標高）の
平均値は他の衛星測位システムの観測値とほぼ同じ
である。

3．4　BeiDou
BeiDouによる測位結果を図−7に示す。GPSに比

較すると平面分布の広がりはGPSとほぼ同程度であ
るが、立面図のH座標（標高）の変動がGPSよりも大
きくなっている。

図−4　 GPSによるB点の測位結果（左：平面図、右：立面図） 
24時間、2016年6月27日9時〜 28日9時、1秒毎のキネ
マティック解析、RTKLIBを用いて解析

図−5　 GPS＋QZSSによるB点の測位結果（左：平面図、右：立面図） 
24時間、2016年6月27日9時〜 28日9時、1秒毎のキネ
マティック解析、RTKLIBを用いて解析

図−6　 GLONASSによるB点の測位結果（左：平面図、右：立面図） 
24時間、2016年6月27日9時〜 28日9時、1秒毎のキネ
マティック解析、RTKLIBを用いて解析
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各測位結果の座標別、最大値、最小値、平均値、標準
偏差を表−1に示す。なお、これらの測位結果はあく
までも一例であり、常に同様の結果が得られるわけ
でない。観測条件や解析条件によって測位結果は異
なってくる。

おわりに4
本稿ではGNSSの現状として、実際の衛星観測

の状況、測位結果の一例を示した。現在、GPSと
GLONASSは衛星配備が完了しているが、Galileo、
BeiDou、QZSSは今後も衛星配備が進んでいく。

図−7　 BeiDouによるB点の測位結果（左：平面図、右：立面図） 
24時間、2016年6月27日9時〜 28日9時、1秒毎のキネ
マティック解析、RTKLIBを用いて解析

GPS QZSS+GPS GLONASS BeiDou

X座標

最大値
（m） -30571.473 -30571.476 -30568.662 -30571.472

最小値
（m） -30571.488 -30571.487 -30583.220 -30571.490

平均値
（m） -30571.481 -30571.481 -30571.482 -30571.481

標準偏差
（m） 0.0017 0.0016 0.0520 0.0019

Y座標

最大値
（m） 20276.504 20276.504 20279.610 20276.511

最小値
（m） 20276.490 20276.493 20267.145 20276.494

平均値
（m） 20276.499 20276.499 20276.499 20276.500

標準偏差
（m） 0.0013 0.0011 0.0488 0.0016

H座標

最大値
（m） 45.407 45.400 106.702 45.409

最小値
（m） 45.367 45.370 32.405 45.345

平均値
（m） 45.388 45.387 45.390 45.383

標準偏差
（m） 0.0036 0.0032 0.2792 0.0064

表−1　各衛星測位システムによるB点の測位結果

Galileoは完成時には30機、BeiDouは35機が予定さ
れている。わが国のQZSSは2018年度に4機体制で
のサービス開始が予定され、2023年度をめどに7機
体制での運用が予定されている。さらにインドの
IRNSSも利用可能になっていくであろう。このよう
な状況が続いていけば近い将来、100機以上の衛星
が配備されることになる。

筆者が衛星測位の研究を始めた1990年にはGPS
衛星は7機しか運用されておらず、測位に必要な4機
以上の衛星を観測できる時間帯は1日に2時間程度
しかなかった記憶がある。まさに隔世の感がある。

しかし、良い面ばかりではない。衛星数が増えるか
らには測位誤差を引き起こすマルチパスを持った衛
星電波を受信する可能性も高まる。マルチパスを
持った電波を受信して測位すると精度が低下、もし
くは測位不能となる場合もある。したがって、不要な
衛星を排除し測位に使用する衛星を選択する技術が
重要になってくる。また、複数の衛星測位システムの
どの衛星を組み合わせれば精度が安定するのか、な
ど、組合せ利用をテーマに利用技術が検討されてい
くであろう。

とはいえ、衛星測位の環境は格段に向上してきて
いることは事実であり、これを活かしてICT施工等の
導入と定着化を図るときである。従来は、高精度な衛
星測位を利用できる場所は天空が開けた場所に限ら
れていたが、今後は屋外であればほとんどの場所で
利用できるようになっていくであろう。衛星配備の
充実に合せた受信機・利用技術の研究開発と利用促
進に向けた取組みに期待したい。
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はじめに1
日本列島でGNSS連続観測網GEONETが整備され

てから20年が経過した。高精度かつ時間分解能に優
れたGNSSによる地殻変動データは、この20年間地
殻変動研究の中心的な役割を果たしており、地震と
火山噴火の準備過程から発生過程、さらには地震後
及び噴火後の緩和過程、日本列島のテクトニクスな
どに関して膨大な知見をもたらしてきた。さらに、
GNSS観測データは、国によって行われている地震
や火山活動における現状評価においても根幹となる
データとして利用されるようになった。

本稿では、主に地震や火山噴火に関連する地殻変
動という観点から、GNSS観測によって発見された
現象や研究成果を概観するとともに、GNSS観測
データが国による地震火山活動の評価に用いられて
いる事例についても紹介する。

GNSSデータが切り拓いた
地殻変動研究の革命2

日本列島では、明治初頭から三角・三辺測量や水準
測量などの測地測量によって地殻変動データが得ら
れてきたが、GNSS観測の開始により、従来の測量
データを質量ともにはるかに凌駕するデータが取得
されてきた。図−1は、最近1年間における日本列島
の地殻変動を示したもので、矢印が各GNSS観測点
における水平方向の移動方向と移動量を示してい
る。この矢印こそが、日本列島の地下で進行している
様々な現象の発見やそのメカニズムを解き明かす基

本的なデータとなっている。例えば、関東地方から四
国にかけての太平洋側では、北西方向に移動する変
動が観測されているが、この原因は日本列島がある
大陸プレートが、南海トラフや相模トラフから沈み
込む海洋プレートから押されるためであり、北海道
の太平洋側の北西方向への変動も同じメカニズムに
よって説明できるが、東北地方では、太平洋側から日
本海側まで東向きに移動する地殻変動が観測されて
いる。これは平成23年（2011年）東北地方太平洋沖
地震（以下、東北沖地震と記す）の影響である。太平洋
側の地殻変動を詳しく解析すると、海洋プレートと
大陸プレートの境界のどの部分が海洋プレートに
よって押されているか、すなわち、境界のどの部分が
固着しているのかが推定できる。このような断層の
固着域では、通常は海洋プレートと大陸プレートが
くっついていて、ひずみエネルギーを蓄積している
が、それが限界に達すると、急激にずれて大地震の震
源域となる。すなわち、GNSSによって観測された地
殻変動の解析によって、将来の大地震の震源域が推
定できるようになったのである。

一方、九州では中央部で約1mに達する非常に大き
な変動が観測されており、周辺部では南北に拡大す
るような変動が見られる。これは平成28年（2016
年）熊本地震による地殻変動である。地震に伴う地殻
変動の把握はGNSSが最も威力を発揮するものの1
つであり、国土地理院の調査によると1996年4月か
ら2016年11月までの期間に、地殻変動が観測され
た地震数は、88に達する。これらの地殻変動観測結
果から、震源断層モデルの推定などを通じて、地震発
生過程の調査研究が進んできた。例えば、図−2は

地震・火山・地殻変動研究における
GNSSの重要性

Part 1 特別寄稿

京都大学　防災研究所　准教授 西村卓也
NISHIMURA Takuya
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2016年10月21日に発生した鳥取県中部の地震（マ
グニチュード（M）6.6）に伴って、GEONETと京都大
学のGNSS観測点で観測された地殻変動とその震源
断層モデルを示したものである。この地震における
震源断層は、北北西−東南東方向で、長さ8km、幅
10kmの鉛直の断層であり、地震の際には断層が約
90cm左横ずれしたことがGNSSデータより推定さ
れた。

また、地震直後に地震前に比べると大きな地殻変
動が数日から数年ほど継続する変動（余効変動）の調
査にもGNSS観測は大きな力を発揮しており、余効
変動データから断層の摩擦特性や地下の粘弾性構造
の推定が行われている。さらに、断層が数日から数年
かけてゆっくりとずれるスロースリップと呼ばれる
現象が様々な場所で発生していることを発見したの

図−2　 GNSS観測による鳥取県中部の地震（2016年10月21日、
M6.6）に伴う地殻変動と震源断層モデル

図−1　 最近1年間（2015年10月〜 2016年10月）のGEONETによって捉えられた地殻変動
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もGNSS観測である。GNSS観測以前においては、断
層がずれるという現象は、短時間に急激にずれる地
震と継続的に同じ速さでずれ続けるクリープという
現象に大別されると考えられていたのが、その中間
の現象であるスロースリップが、多数発生していて、
その継続時間も多様性があることがわかってきた。
例えば、四国や紀伊半島では継続時間が1週間程度の
スロースリップが海洋プレートと大陸プレートの境
界で年に数回以上発生しているし、豊後水道や紀伊
水道、浜名湖付近では、数〜十年に1度、継続時間が
数ヶ月〜数年のスロースリップが発生していること
も観測されている。このようなスロースリップは、大
地震の発生と関連する場合がもあり、最近中南米で
発生した4つのM7〜8の大地震では、地震前にス
ロースリップが発生していたことがGNSS観測より
明らかになっている。西日本で発生しているスロー
スリップも将来発生する南海トラフ巨大地震となん
らかの関係があると見られており、さらなる観測・研
究が必要である。

火山活動においても、GNSS観測データは噴火に
至る過程を明らかにするために極めて重要なデータ
となっている。伊豆大島や桜島では、過去20年間に
わたって膨張を示す変動が継続している。このよう
な膨張は火山の地下に存在するマグマだまりへマグ
マが蓄積されつつあることを示している。図−1の小
笠原諸島で隣接している矢印が全く異なる方向に変
動しているのは、硫黄島にある観測点であり、この島
の活発な火山活動を反映している。このような地殻
変動データから、火山毎のマグマシステムを理解す
るための観測・研究が続けられている。

地震・ 火山の活動評価における
GNSSデータの利活用3

前節では、GNSSによる地殻変動観測が地震や火
山噴火のメカニズムに関する研究に役立てられてい
る例を紹介したが、地震や火山の活動は大きな災害
を引き起こすこともあり、現在地下でどのような現
象が進行していて、地震や火山活動が今後どのよう
に推移していくのかに対する社会の関心は非常に高
いものがある。我が国において、地震関連の活動評価
は、地震調査研究推進本部の地震調査委員会が行っ

ており、火山活動については、気象庁における火山噴
火予知連絡会が評価を担っている。また、東海地震の
予知情報に関しては、気象庁における地震防災対策
強化地域判定会が評価しており、地震予知全般に関
する情報交換や学術的な検討を行う地震予知連絡会

（事務局：国土地理院）もある。これらのいずれの組織
においても、GNSS観測結果は評価の根幹をなす
データとして用いられている。

まず、発生した大地震に関する評価ついて、GNSS
データがどのように用いられているのか、2016年
10月21日の鳥取県中部の地震の例を見てみよう。こ
の地震では鳥取県中部で震度6弱が観測されたこと
から、地震発生日の翌日に、臨時の地震調査委員会が
開催されてこの地震の評価が行われた。その評価文
には、「GNSS観測の結果によると、今回の地震に
伴って、鳥取県内の羽合観測点が北北東方向に約
7cm（暫定値）移動するなどの地殻変動が観測されて
いる。」と記され、GNSS観測結果が言及されている。
地震によっては、単に観測結果だけでなく、そこから
推定された震源断層モデルについても言及されるこ
とがある。このような評価文は、地震の発生メカニズ
ムに対する社会の疑問に答えるものであり、地下の
状況が観測データによって把握できているという現
状を伝えることで、社会に安心感をもたらすもので
もあろう。

将来発生する地震の予測については、地震調査委
員会が行う海溝型地震の長期評価（長期予測）におい
ては、震源域を決める際に前節で述べたGNSSから
推定される固着域の情報が用いられている。しかし、
2011年以前は参考程度にしか用いられておらず、宮
城県沖を中心とする東北沖に大きな固着域があって
ひずみエネルギーをためつつあることが筆者を含む
複数の研究者によって以前から指摘されていたにも
かかわらず、東北沖地震のような超巨大地震は想定
されていなかった。東北沖地震が引き起こした甚大
な災害を思い出すたびに、GNSSによる固着域の知
見が東北沖の大地震の想定に活かされていれば、少
しでも災害軽減ができたのではないかとの思いが浮
かび、今でも残念でならない。一方、内陸地震の長期
評価においては、現在GNSSデータはほとんど用い
られていない。しかし、今年発生した熊本地震や鳥取
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県中部の地震は、GNSS観測によってひずみが溜ま
りやすいことが指摘された場所で発生しており、今
後GNSSデータが活用されていくことが期待される。

海溝型地震の中でも東海地震だけは、地震予知が
可能とされ、地震防災対策強化地域判定会によって
特別な評価が行われているが、その中でもGNSS観
測結果は重要視されている。2016年11月28日に公
表された東海地震に関連する調査情報（定例）におい
ても、GNSS観測及び水準測量の結果では、御前崎の
長期的な沈降傾向は継続していることや、平成25年
はじめ頃から静岡県西部から愛知県東部にかけての
GNSS観測及びひずみ観測にみられている通常とは
異なる変化は、小さくなっていることが述べられ、評
価文の半分以上がGNSS観測に係わる内容となって
いる。

火山活動においては、GNSSデータが現状評価と
将来の活動予測において積極的に用いられている。
例えば、第136回火山噴火予知連絡会（2016年10月
4日）における全国の火山活動の評価では、噴火警戒
レベル順に各火山が評価されているが、最も噴火警
戒レベルが高い桜島の評価は、以下の通りとなって
いる。「桜島〔火口周辺警報（噴火警戒レベル3）〕昭和
火口及び南岳山頂火口の噴火活動は8月以降低下し
ていますが、姶良カルデラの地下深部の膨張が続い
ていることから、噴火活動が再活発化する可能性が
あり、引き続き火山活動の推移を注意深く監視して
いく必要があります。」この評価文にはGNSSという
言葉は明示されていないものの、地下深部の膨張と
いうのは主にGNSSデータに基づいて推定されてい
る現象であり、表面的な噴火活動は低下しているも
のの、将来的には最活発化する可能性を指摘してお
り、その根拠がGNSSによって推定される地下深部
の膨張になっているのである。過去20年間のGNSS
観測により、多くの火山で火山活動に関連する地殻
変動が観測されてきたが、浅間山や霧島山新燃岳に
おいては、噴火の前に膨張の加速が観測され、噴火と
の関連性が指摘されている。そのため、火山において
はGNSS観測に代表される地殻変動観測が、火山噴
火予測における最重要観測項目であるといっても過
言ではない。これらのことから、GNSS観測は、今や
地震や火山活動の評価を行う上で、必要不可欠なも

のとなっていると言える。

おわりに4
GEONETによる地殻変動観測は、この20年間に地

震火山現象の理解に大きく貢献してきた。また、この
間に基線解析手法の高度化により測位精度が改善さ
れてきたことに加え、高精度軌道情報の即時的な配
信やデータ通信技術の発達、精密単独測位法などの
発展により、GNSSの弱点であった観測結果のリア
ルタイム性についても改善されてきた。国土地理院
においては、地震による地殻変動と震源断層の即時
把握を目指して、電子基準点リアルタイム解析シス
テム（REGARD）が運用中であり、熊本地震では地震
発生後1分に震源断層モデルの推定に成功している

（Kawamoto et al., 2016）。GNSS衛星技術の発展に
より高精度測位のリアルタイム化進むことによっ
て、地震や津波、火山活動の監視におけるGNSSの重
要性は今後一層高まって行くであろう。その一方で、
この20年間に地震前に顕著な先駆的変動は一度も
観測されていないし、火山噴火においても全ての事
例で明瞭な前駆的変動が見られるわけではなく、地
震火山活動の予測については依然として高い壁が立
ちはだかっている。しかし、GNSS観測網が出来てか
らの20年間という時間は、地震の発生間隔が数十年
から数万年に渡ることを考えると、はるかに短く、そ
の中で地殻変動が時空間的にどのように変化してい
くかを観測していくことが、地震の発生過程を考え
る上で根本的に重要である。明治以降120年に渡っ
て水準測量が続けられてきたように、GNSS観測も
あと100年は継続して日本列島の地殻変動を実際に
観測し続けることが、地殻変動を通して地震・火山噴
火の準備直前過程を理解し、将来の活動予測にもつ
ながると筆者は信じている。
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