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GPS連続観測から得られた電子基準点の地殻変動

国土地理院は、GPS衛星の連続観測を行う電子基準点を全国1,240箇所に約20kmの間隔で設置し、測量の基準点として活用するとともに、全国の地殻変
動を監視しています。
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（M9.0）では、最大で水平方向に約5.3m、上下方向に約1.2mという極めて大きな地殻変動が観測されまし
た。
また3月11日の本震（M9.0）の後も、本震時の変動に比べるとわずかですが、緩やかな地殻変動が続いています。
これらの地殻変動データは、地震を引き起こした地下の断層の分析や、測量への影響を評価するために活用されています。

3月11日の本震（M9.0）に伴う地殻変動

本震発生時に、電子基準点「牡鹿」（宮城県石巻市）が、東南東方向へ約5.3ｍ動き、
約1.2m沈下するなど、北海道から近畿地方にかけて広い範囲で地殻変動が観測されまし
た。
なお、この図は、島根県にある電子基準点「三隅」が地震前後で動いていないと仮定して
計算したものです。

水平方向 上下方向 等変動量線図（水平） 等変動量線図（上下）

市町村ごとの地殻変動量（暫定）（※電子基準点が設置されている位置の変動量です）

3月11日の本震（M9.0）以降に生じている地殻変動

本震発生後、東北地方を中心に、東向きの地殻変動が継続して見られています。電子基準
点で観測された本震後の変動の大きさは、3月19日までに大きいところで20cmを超えて
います。
地震後に地殻変動が継続する現象は、大規模な地震の後によく見られます。余震に伴う変
動に加え、地震の震源域あるいはその周辺で発生する断層面の滑り（余効滑り）が原因の
一つとして考えられています。

地震後の変動（水平方向） 地震後の変動（水平方向）
（5倍に拡大）

等変動量線図（水平）
4月17日までの変動量

等変動量線図（上下）
4月17日までの変動量

電子基準点で観測されている地震後の変動
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電子基準点の位置（クリックすると緯度、経度、高さの時間的な変化が表示されます）

毎日更新

問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

 国土交通省 国土地理院

   測地観測センター 地震調査官  矢来 博司 TEL 029-864-4825（直通）

            地殻監視課長 吉池 健  TEL 029-864-5971（直通）

関連リンク

変動ベクトル図（3月11日） 地震調査研究推進本部地震調査委員会資料
変動ベクトル図（3月13日） 地震調査研究推進本部地震調査委員会資料
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地震後の変動と滑り分布モデル（暫定） （平成23年3月14日）
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」により測量成果の公表を停止 （平成23年3月14日）
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動について （平成23年3月19日）
基準点測量成果改定の予定について （平成23年4月28日）
電子基準点の測量成果の改定等について （平成23年5月31日）
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本震(Ｍ9.0)に伴う地殻変動（水平）
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資料１暫定
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国土地理院

［基準：Ｒ３速報解　比較：Ｑ３迅速解］

10cm

本震(Ｍ9.0)に伴う地殻変動（上下）

2011/3/11 M9.0

120cm（牡鹿）

暫定 資料２
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国土地理院

　約5.3m
電子基準点牡鹿

固定局：三隅（９５０３８８）

基準期間：2011/03/01 21:00 - 2011/03/09 21:00 R3速報解 平均値
比較期間：2011/03/11 18:00 - 2011/03/11 21:00 Q3迅速解 平均値
　　※電子基準点の解析結果の存在しない地区では保証されません

(m)

本震（M9.0）に伴う地殻変動
 等変動量線図（水平変動量）
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国土地理院

　約1.2m沈下
電子基準点牡鹿

固定局：三隅（９５０３８８）

基準期間：2011/03/01 21:00 - 2011/03/09 21:00 R3速報解 平均値
比較期間：2011/03/11 18:00 - 2011/03/11 21:00 Q3迅速解 平均値
　　※電子基準点の解析結果の存在しない地区では保証されません

(m)

本震（M9.0）に伴う地殻変動
　等変動量線図（上下変動量）
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3月11日の本震後の水平変動
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国土地理院

固定局：三隅（９５０３８８）

4月11日発生地震（M7.0）等の影響

3月12日発生地震
（M6.6）の影響

資料１

(m)

3月11日の本震直後から4月17日までの地殻の動き（水平方向）を
電子基準点の観測結果をもとに、等変動量線で表示したものです。

電子基準点
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3月11日の本震後の上下変動

国土地理院

固定局：三隅（９５０３８８）

4月11日発生地震（M7.0）等の影響

（M6.6）の影響
3月12日発生地震

資料２

(m)

3月11日の本震直後から4月17日までの地殻の動き（上下方向）を
電子基準点の観測結果をもとに、等変動量線で表示したものです。

電子基準点



東北地方太平洋沖地震のＧＮＳＳ連続観測結果グラフ

http://mekira.gsi.go.jp/bousai/zishin_touhoku/zishin_touhoku_01.html[2013/01/04 23:03:38]

画像をクリックするとグラフを拡大表示できます。

http://mekira.gsi.go.jp/bousai/zishin_touhoku/pdf/touhoku_hp_long_1.pdf
http://mekira.gsi.go.jp/bousai/zishin_touhoku/pdf/touhoku_hp_short_1.pdf


平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震＊の評価

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/index.htm[2013/01/04 23:03:56]

平成２３年３月１１日
地震調査研究推進本部

地震調査委員会

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震＊の評価
○ ３月１１日１４時４６分頃に三陸沖の深さ約２５ｋｍでマグニチュード（Ｍ）８．８（暫定）の地震が発生した。この

地震により宮城県で最大震度７を観測した。また、相馬で７．３ｍ以上、大洗で４．２ｍ以上、釜石で４．１ｍ以
上などの高い津波を北海道地方、東北地方、関東地方の太平洋沿岸で観測した。

○ 発震機構は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発
生した地震である。

○ ３月１１日１８時までの最大の余震は１１日１５時０８分に発生したＭ７．５（暫定）の地震で、岩手県から茨城県
にかけての太平洋沖でＭ７．０以上の地震が３回発生している。

○ ＧＰＳ観測の結果によると、本震の発生に伴って、河北観測点（宮城県）が約４ｍ東南東に移動するなどの地
殻変動が観測されている。

○ 今回の本震の規模はＭ８．８とこれまでに日本国内で観測された最大の地震である。
今後も規模の大きな余震が発生する恐れがある。

○ 今回の地震の震源域は、岩手県沖から茨城県沖までの広範囲にわたっていると考えられる。地震調査委員
会では、宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝寄りから南の茨城県沖まで個別の領域については地震動や
津波について評価していたが、これらすべての領域が連動して発生する地震については想定外であった。

＊：今回の地震に対し、気象庁は「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震」と命名した。

余震の発生状況
震度分布図
津波観測状況
「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震」 ２０１１年３月１１日１４時４６分頃の地震の発震機構解 ＣＭ
Ｔ解（速報）
変動ベクトル図（水平）
変動ベクトル図（水平）
変動ベクトル図（上下）
変動ベクトル図（上下）
三陸沖北部から房総沖の評価対象領域

http://www.jishin.go.jp/
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/p01.htm
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/p02.htm
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/p03.htm
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/p04.htm
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11mar_sanriku-oki/p04.htm
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平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震の評価
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平成２３年３月１３日
地震調査研究推進本部

地震調査委員会

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震の評価
○ ３月１１日１４時４６分頃に三陸沖の深さ約２５ｋｍでマグニチュード（Ｍ）９．０（暫定）の地震が発生した。今回

の本震の規模はこれまでに日本国内で観測された最大の地震である。この地震により宮城県栗原市で最大
震度７を観測した。また、相馬で７．３ｍ以上、大洗で４．２ｍ、釜石で４．１ｍ以上などの高い津波を北海道地
方、東北地方、関東地方の太平洋沿岸で観測した。

○ 発震機構は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発
生した地震である。

○ ３月１３日１５時現在、最大の余震は１１日１５時０８分に発生したＭ７．５（暫定）の地震で、岩手県から茨城県
にかけての太平洋沖でＭ７．０以上の地震が３回発生しており、Ｍ６．０以上の余震が４０回（暫定値）発生し
ている。余震域は南北約５００ｋｍにわたっている。今後も規模の大きな余震が発生する恐れがある。

○ ＧＰＳ観測の結果によると、本震の発生に伴って、志津川観測点（宮城県）が約４．４ｍ東南東に移動するな
どの地殻変動が観測されている。また、岩手県から福島県にかけての沿岸で最大約７５ｃｍの沈降も観測さ
れており、津波がおさまった後も引き続き浸水している地域がある。

○ 今回の地震の震源域は、岩手県沖から茨城県沖までに及んでいる。地震波及び地殻変動などによる様々
な解析結果があるが、その長さは約４００ｋｍ、幅は約２００ｋｍで、最大の滑り量は約２０ｍ以上であったと推定
される。地震調査委員会で評価している宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝寄り、福島県沖、茨城県沖の領
域を震源域としたと考えられるが、更に三陸沖中部や、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの一部にまで及ん
でいる可能性もある。

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震
平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震 余震分布
平成２３年３月１１日１４時４６分頃の三陸沖の地震 震度分布図
津波観測状況
変動ベクトル図（水平）
変動ベクトル図（上下）
東北地方大平洋沖地震（２０１１年３月１１日）の震源断層モデル（暫定） １．水平変動
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期間注1） 最大水平変位量
推定滑り量（最
大）

推定滑り量（銚
子沖）

モーメントマグ
ニチュード
(Mw)

2011/03/13 06:00 約12cm注2) 約37cm 約23cm 8.03

2011/03/14 03:00 約15cm注2) 約47cm 約27cm 8.10

2011/03/15 03:00 約18cm注2) 約55cm 約32cm 8.14

2011/03/16 09:00 約23cm 約66cm 約37cm 8.16

2011/03/18 03:00 約25cm 約73cm 約41cm 8.19

2011/03/22 03:00 約29cm 約87cm 約47cm 8.24

2011/03/25 03:00 約32cm 約97cm 約52cm 8.27

2011/03/31 03:00 約37cm 約108cm 約57cm 8.31

2011/04/07 03:00 約41cm 約123cm 約61cm 8.33

2011/04/14 03:00 約44cm 約136cm 約65cm 8.36

2011/04/21 03:00 約46cm注2） 約150cm 約69cm 8.38

2011/04/28 03:00 約49cm 約158cm 約74cm 8.39

2011/05/05 03:00 約51cm 約163cm 約74cm 8.42

2011/05/12 03:00 約53cm 約172cm 約77cm 8.42

2011/05/29 18:00 約57cm 約189cm 約84cm 8.44

2011/06/13 18:00 約61cm 約200cm 約87cm 8.46

2011/06/26 18:00 約63cm 約204cm 約89cm 8.48

地理院ホーム 国土地理院の紹介 基準点・測地観測データ 地図・空中写真 防災関連 GIS・国土の情報 申請・承認
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 地理地殻活動研究セン
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 地震予知連絡会
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 海岸昇降検知センター
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門部会

電子基準点（GPS連続観測点）データ解析による地震後の変動と滑り分布
モデル（暫定）

作成：2011-03-14 更新：2012-10-01 English

地震後の変動と滑りの特徴

平成23年（2011年）3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震について，電子基準点
（GPS連続観測点）で観測された地震後の変動（余効変動）データから滑り分布モデルを推定しま
した． 

青森県から千葉県までの太平洋側で，東向きの変動が観測されています．
地震後の変動には，余震による地殻変動も一部含みます．
地震後の滑りは， 本震時の滑りの周辺域まで広がっています．特に，本震時の滑り域の北西側
と南側（銚子沖）では，比較的大きな滑りが推定されています．

表．地震後の地殻変動と滑り量のまとめ 
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2011/07/12 18:00 約65cm 約216cm 約90cm 8.48

2011/07/27 18:00 約68cm 約226cm 約94cm 8.50

2011/08/14 18:00 約70cm 約238cm 約99cm 8.51

2011/08/29 18:00 約72cm 約243cm 約99cm 8.52

2011/09/27 18:00 約76cm 約257cm 約102cm 8.53

2011/10/31 18:00 約79cm 約270cm 約104cm 8.55

2011/11/27 18:00 約81cm 約279cm 約106cm 8.56

2011/12/25 18:00 約84cm 約288cm 約107cm 8.57

2012/01/29 18:00 約86cm 約298cm 約110cm 8.57

2012/02/26 18:00 約88cm 約309cm 約111cm 8.58

2012/03/26 18:00 約89cm 約318cm 約112cm 8.59

2012/06/26 18:00 約96cm 約344cm 約118cm 8.61

2012/09/25 18:00 約101cm 約366cm 約121cm 8.62

注１ 各期間の開始は全て，2011/03/11 18:00（日本時間）です．
注２ この期間では，これ以外の期間で最大水平変位量が観測されている電子基準点「山田」が欠測
となっています．

お知らせ 
地震後の地殻変動が小さくなってきたため，2012年３月以降は更新頻度を３か月に１回として
います．次回の更新予定は，2013年1月10日頃です．
ここで公開している結果は速報であり，今後観測されるデータを用いた，より詳細な分析によ
り，内容が更新されることがあります．
2011/04/04以前のモデルについては，当初の解析時には回収されていなかったGPS観測データ
を用いて再解析を行いました．そのため，表に記載の変位量，滑り量，モーメントマグニチュー
ド，これまでの解析結果で図示されている滑り分布等が更新されました．当初の解析では，東北
地方において観測データが取得できないGPS観測点が多かったため，初期の地震後滑りの推定に
おける空間分解能が低く，強く平滑化された分布が推定されていましたが，再解析によって改善
されました．なお，2011/04/07以降のモデルについては変更はありません．(2012年2月3日
追記)

滑り分布モデル

最新結果 2011/03/11 18:00 - 2012/09/25 18:00 （日本時間） 

地震後の滑り分布モデル 

 

観測された変動とモデルから計算される変動との比較 

http://www.gsi.go.jp/common/000076229.pdf
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地震時と地震後の滑り分布の比較

 

これまでの解析結果一覧
1. 地震後の滑り分布モデルおよび観測された変動とモデルから計算される変動との比較 

<2011/9/27-> 

地震後の滑り分布モデル 観測値・計算値比較（水平） 観測値・計算値比較（上下） 

<2011/4/29-2011/8/29> 

地震後の滑り分布モデル 観測値・計算値比較（水平） 観測値・計算値比較（上下） 

<2011/3/25-2011/4/28> 

地震後の滑り分布モデル 観測値・計算値比較（水平） 観測値・計算値比較（上下） 

<2011/3/13-2011/3/24> 

地震後の滑り分布モデル 観測値・計算値比較（水平） 観測値・計算値比較（上下） 

2. 地震時と地震後の滑り分布の比較および地震時と地震後に観測された変動の比較 

<2011/9/27-> 

地震時・地震後の滑り分布比較 地震時・地震後の変動比較（水平） 地震時・地震後の変動比較（上
下） 

<2011/4/29-2011/8/29> 

地震時・地震後の滑り分布比較 地震時・地震後の変動比較（水平） 地震時・地震後の変動比較（上
下） 

<2011/3/25-2011/4/28> 

地震時・地震後の滑り分布比較 地震時・地震後の変動比較（水平） 地震時・地震後の変動比較（上
下） 

<2011/3/13-2011/3/24> 

地震時・地震後の滑り分布比較 地震時・地震後の変動比較（水平） 地震時・地震後の変動比較（上
下） 
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地震概要

地震発生時刻 平成23年（2011年）3月11日 14:46

震源位置 38.103°N, 142.860°E 深さ：24 km(気象庁, 2011-03-13現在)

マグニチュード 9.0 (気象庁, 2011-03-13現在)

広報・講演・論文発表

陸上のGPSデータから推定した地震時と地震後のすべり分布については，以下の論文が出版されま
した． 

Ozawa, S., T. Nishimura, H. Suito, T. Kobayashi, M. Tobita, and T. Imakiire (2011),

Coseismic and postseismic slip of the 2011 magnitude-9 Tohoku-Oki earthquake,

Nature, 475, 373-376, doi:10.1038/nature10227.

なお，上記論文と本ページの結果とは，GPSデータの解析期間や固定局の取り方が一部異なってい
ます．
=> 論文概要のページ

また，陸上のGPSデータと海底の地殻変動データを用いて推定した地震時と地震後のすべり分布に
ついても，以下の論文が出版されました．

Ozawa, S., T. Nishimura, H. Munekane, H. Suito, T. Kobayashi, M. Tobita, and T.

Imakiire (2012), Preceding, coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku

earthquake, Japan, J. Geophys. Res., B07404, doi:10.1029/2011JB009120.

このページの内容・画像を引用・転載される方へ

リンク・引用・転載は自由ですが、出典を明記してください。引用・転載の場合には、速やかに、引
用先・転載先をお知らせください。

問い合せ先

地殻変動研究室 室 長 畑中 雄樹（HATANAKA Yuki）            029-864-6925

地殻変動研究室 主任研究官 小沢 慎三郎（OZAWA Shinzaburo）  029-864-6262

地殻変動研究室 主任研究官 西村 卓也（NISHIMURA Takuya）    029-864-6549

地殻変動研究室 主任研究官 水藤 尚（SUITO Hisashi）               029-864-6450

地殻変動研究室 研 究 官 小林 知勝（KOBAYASHI Tomokazu）  029-864-6156

関連リンク

電子基準点1秒データによる平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地殻変動 

Nature誌に掲載された東北地方太平洋沖地震に関する研究 

東北地方太平洋沖地震の陸域及び海域の地殻変動と滑り分布モデルについて 

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地震時の滑り分布モデル
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の地殻変動と震源断層モデルについて
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平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に関する対応 

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動について
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「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」により測量成果の公表
を停止

発表日時：2011年3月14日（月）16時00分

― 測量成果の公表停止地域及び周辺地域で測量を実施する場合はご注意下さい― 

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴い、東北地方及びその周辺で地殻変動が大きかった地域の
基準点測量成果（電子基準点、三角点、水準点）の公表を停止します。 

今後、早急に、電子基準点の測量成果を改定するとともに、三角点や水準点についても改測作業を実施し、基
準点測量成果を改定する予定です。

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴う基準点測量成果の扱いに関わる詳細な情報は、国土地理
院ウェブサイトの同地震関連ページに随時提供していきますので、ご覧ください。 

http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html

 

資料１ 電子基準点及び三角点の測量成果公表停止地域図

資料２ 水準点の測量成果公表停止水準路線図

問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番
（三角点・水準点）
測地部 測地基準課長 米渓武次 TEL 029-864-4796（直通）
（電子基準点）
測地観測センター 衛星測地課長 辻 宏道 TEL 029-864-6951（直通）

〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第三合同庁舎
東北地方測量部 防災情報管理官  真野宏邦 TEL 022-296-1856（直通）
〒102-0074 千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎
関東地方測量部 測量課長  川本利一 TEL 03-5213-2060（直通）
〒930-0856 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎
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「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」により測量成果の公表を停止｜国土地理院
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北陸地方測量部 防災情報管理官 本川幸夫 TEL 076-441-0888（直通）
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平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動について
～データ回収により、新たに牡鹿半島での変動が明らかに～

発表日時：平成23年3月19日（土）15時30分

概要

地震後、データを取得できなかったGPS連続観測点のデータ回収を行った結果、牡鹿半島で地震時に東南東
方向に約5.3mの移動、約1.2mの沈下があったことが新たにわかりました。
また、震源域周辺の広い範囲で地震後から緩やかな地殻変動が継続しており、地震後からの変動は大きいとこ
ろでは20㎝を超えています。

3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震（M9.0、最大震度7）に伴う地殻変動が、全国の広い
範囲の電子基準点（GPS連続観測点）で検出されたことはこれまでに発表してきたところです。
しかし、震央に近い観測点では、周辺の停電等のためにこれまでデータが取得できておりませんでした。現
在、現地への立ち入りが可能となった地域から観測点の状況確認・復旧および観測データの回収を進めている
ところです。
データ回収を行った観測点については、地震時の変動を明らかにするため、再解析を行いました。その結果、
牡鹿半島に設置されている電子基準点「牡鹿」（宮城県石巻市）が地震に伴い東南東方向に約5.3m移動し、
約1.2m沈下したことが新たにわかりました。

また、地震発生後、東北地方から関東地方の広い範囲で東向きの地殻変動が継続してみられています。観測さ
れた地震後からの変動の大きさは、電子基準点「山田」（岩手県山田町）で25㎝、「銚子」（千葉県銚子
市）で17㎝など、大きいところでは20㎝を超えています。

国土地理院では、今後も電子基準点等の観測データの回収・復旧に努め、地震による地殻変動を明らかにする
とともに、地殻変動の監視を続けてまいります。

添付資料

地震に伴う地殻変動（水平）（資料１[PDF形式]）

地震に伴う地殻変動（上下）（資料２[PDF形式]）

地震後の地殻変動（水平）    （資料３[PDF形式]）

観測点の位置の時間変化（配点図） （資料４[PDF形式]）
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観測点の位置の時間変化[1]（資料４-１[PDF形式]）

観測点の位置の時間変化[2]（資料４-２[PDF形式]）

問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

 国土交通省 国土地理院

   測地観測センター  地震調査官    矢来 博司 TEL 029-864-4825 (直通)

             地殻監視課長   新田 浩  TEL 029-864-5971 (直通)

関連リンク

GPS連続観測から得られた電子基準点の地殻変動
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基準点測量成果改定の予定について

発表日時：平成23年4月28日（木）14時00分

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動が大きかった地域では、基準点の測量成果を改定す
る必要があるため、現在、測量成果の公表を停止しています。
国土地理院では、電子基準点の新しい測量成果の計算を進めていますが、今回の地震では地殻変動が広い範囲
に及んでいること、また現在も余効変動と呼ばれる緩やかな地殻変動や、余震による地殻変動が発生している
こと（資料１、資料２）から、測量成果の計算や点検にはもう少し時間を要する状況です。

このため、今後大きな余震の発生がなければ、成果停止地域内の電子基準点の測量成果については、5月下旬
を目途に公表する予定です。
三角点及び水準点は、電子基準点成果の改定後に測量を実施し、測量成果を計算した後、三角点は10月、水
準点は11月を目標として順次公表していく予定です。
また、基準点測量成果の扱いに関わる詳細な情報は、国土地理院ウェブサイトの同地震関連ページに随時提供
していきますので、ご覧ください。

添付資料

資料１（3月11日の本震後の水平変動[PDF形式]）

資料２（3月11日の本震後の上下変動[PDF形式]）

問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

 国土交通省 国土地理院

 （電子基準点）

  測地観測センター地殻監視課長   吉池 健   TEL 029-864-5971（直通）

  測地観測センター地殻監視課長補佐 丸山 一司  TEL 029-864-6259（直通）

 （三角点）

   測地部    測地基準課長    米渓 武次  TEL 029-864-4796（直通）

  測地部    測地基準課長補佐  檜山 洋平  TEL 029-864-4816（直通）

 （水準点）

  測地部    機動観測課長    新田 浩   TEL 029-864-5977（直通）

  測地部    機動観測課長補佐  後藤 清   TEL 029-864-6278（直通）

 （地方測量部）
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  国土交通省 国土地理院 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第三合同庁舎

  東北地方測量部  次長      土井 弘充   TEL 022-295-8515（直通）

  国土交通省 国土地理院 〒102-0074 千代田区九段南 1-1-15 九段第２合同庁舎

  関東地方測量部  測量課長    川本 利一  TEL 03-5213-2060（直通）

  国土交通省 国土地理院 〒930-0856 富山市牛島新町 11-7 富山合同庁舎

  北陸地方測量部  防災情報管理官 大滝 修    TEL 076-441-0888（代表）

関連リンク

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」に伴う 基準点測量成果の取り扱いについて

ページトップへ
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電子基準点の測量成果の改定等について

発表日時：平成23年5月31日（火）14時00分

平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震に伴い、大きな地殻変動が観測された地域では、電子基準点、三
角点、水準点の測量成果（測量の基準となる経度、緯度、高さ）を改定する必要があるため、測量成果の公表
を停止しています。
国土地理院では、地震後にも継続して発生している緩やかな地殻変動（余効変動）を監視していますが、本震
から2 ヶ月が経過しその影響が小さくなってきたことから（資料1）、本日、438 点の電子基準点について新
しい測量成果を公表します（資料2、3）。これにより被災地域を含む電子基準点の測量成果が公共測量等で
使用できるようになります。

成果改定を行う地域は、3 月14 日に測量成果の公表を停止した地域及び富山県・石川県・福井県・岐阜県と
いたします。これらの地域以外では、地震による地殻変動の影響はありませんので、従来通りの測量成果を利
用できます。電子基準点の測量成果の計算にあたっては、西日本の測量成果と整合するよう調整を行っていま
す。
富山県・石川県・福井県・岐阜県の電子基準点については新しい測量成果を今回公表しますが、当該4 県の三
角点等については今後成果改定を行う必要がありますので測量成果の公表を停止します（資料4）。
測量計画機関及び作業機関の皆様には大変御迷惑をおかけしますが、当該4 県で公共測量を開始されている場
合は、管轄の地方測量部にお問い合わせください。
現在測量成果の公表を停止している三角点及び水準点は、今後測量を実施し、測量成果を計算した後、10 月
下旬を目標として公表していく予定です。
また、基準点測量成果の扱いに関わる詳細な情報は、国土地理院ウェブサイトの同地震関連ページに随時提供
していくこととしますので、ご覧ください。

http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/SysMsg/h23touhokutaiheiyou.html

添付資料

資料１（地震後の余効変動の推移[PDF形式]）

資料２（成果改定電子基準点配点図[PDF形式]）

資料３（新旧成果の差（水平）[PDF形式]）

資料４（三角点の測量成果公表停止地域図[PDF形式]）
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電子基準点の測量成果の改定等について｜国土地理院
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問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

 国土交通省 国土地理院

 （電子基準点）

  測地観測センター地殻監視課長   吉池 健   TEL 029-864-5971（直通）

  測地観測センター地殻監視課長補佐 丸山 一司  TEL 029-864-6259（直通）

 （三角点）

   測地部    測地基準課長    米渓 武次  TEL 029-864-4796（直通）

  測地部    測地基準課長補佐  檜山 洋平  TEL 029-864-4816（直通）

 （地方測量部）

 国土交通省 国土地理院 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第三合同庁舎

  東北地方測量部  次長      土井 弘充   TEL 022-295-8515（直通）

 国土交通省 国土地理院 〒102-0074 千代田区九段南 1-1-15 九段第２合同庁舎

  関東地方測量部  測量課長    川本 利一  TEL 03-5213-2060（直通）

 国土交通省 国土地理院 〒930-0856 富山市牛島新町 11-7 富山合同庁舎

  北陸地方測量部  防災情報管理官 大滝 修     TEL 076-441-0888（代表）

 国土交通省国土地理院 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館

  中部地方測量部  次長      畠山 裕司  TEL 052-961-5642（直通)
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