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非平行断面上の歪楕円を用いた３次元歪解析法
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Abstract
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断面上の歪楕円を用いて歪楕円体を構築する試みは今まで

にいろいろと提案されている（Ramberg,1976；Shimamoto

andlkeda，１９７６；Oertel，１９７８；MillerandOertel，１９７９；

Milton’１９８０；ＧｅｎｄｚｗｉｌｌａｎｄＳｔａｕｆｆｅｒ，１９８１；ＤｅＰａｏｒ，

1990)．今回はこれらの方法のうち，直交する３断面を用いる

方法としては，Shimamotoandlkeda(1976)の方法(歪解析

法1）を，また非平行３断面を用いる方法としては

GendzwillandStaufferU981）とRagan（1987）および

Shimamotoandlkeda（1976）の方法を組み合わせた方法

(歪解析法2)，さらにGendzwillandStauffer(1981)と最小

２乗法を組み合わせた方法(歪解析法3)を新たに開発したの

で，これらを解説する．最後に解析手法を検定する．歪解析

法の詳しい説明の前に，その概要を以下に記す．

歪解析法１

（１）直交する３面でＳＩ法から，歪楕円の長軸のある基準

軸からの方位αと軸比尺を求める．Shimamotoandlkeda

(1976）によって提唱された，マーカー楕円から歪楕円を計算

で求める方法を，ここではｓＩ法と呼ぶ．

（２）SI3法を用いて歪楕円体の形状マトリックスを計算す

る．Shimamotoandlkeda（1976）に記されている，直交す

る３面の歪楕円から歪楕円体を構成する方法を，ここではＳＩ

３法と呼ぶ．

（３）固有値問題を解いて歪の主軸方位と軸比を求める．

歪解析法２

（１）平行でない３面でＳＩ法から，歪楕円の長軸方位αと

軸比尺を求める．

（２）ＧＳ法（後述）により断面倍率p，ｑを求め，これから

３面の相対主相反２次の伸びス,'’ん'を求める．

はじめに

互いに直交する３断面上の歪楕円を用いて，歪楕円体を構

築する方法はShimamotoandIkeda(1976)に述べられてい

る．断面上で測定された歪楕円は誤差を含むため，歪楕円体

のその断面への投影とは一致しない．彼らの方法では，この

ため歪楕円体の形状マトリックスは，３つの理論的には一致

するはずの値の平均値，として表される．人力値が誤差を含

むことが明らかな以上，むしろ歪楕円体を最初から，測定さ

れた歪楕円上の点を通る楕円体の最適近似解として求めるほ

うが良い．こう考えると，測定すべき歪楕円は互いに直交す

る面上になくても良いことになる．こうして開発された方法

を「歪解析法3」としてここに述べる．

私は以前，２次元歪から３次元歪を組み立てることができ

るのは，「互いに平行でない３面上での２次元歪が絶対値で

得られている場合｣であり,「歪の軸比として求められている

場合」には不可能である（林，1989）と述べた．そして「互

いに直交する３面上の２次元歪が得られている場合には軸比

であっても，これらを組み合わせて歪楕円体を構築すること

ができる」とした．これら３つの命題のうち「互いに平行で

ない３面上での２次元歪が，軸比として求められている場合

には，３次元歪を求めることはできない」は正しくない．歪楕

１１体を求めることのできるのは，直交する３面を用いる場合

だけとは限らないからである．

もし，直交しない互いに平行でない３面での歪楕円の各軸

長をある面でのある軸長に対する相対的な長さとして表すこ

とができれば，これらを用いて歪楕円体を構築することは可

能である．
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yＩ（３）Ragan法（後述）により任意の直交する面での相反２

次の伸びを求める．

（４）ＳＩ３法を用いて歪楕円体の形状マトリックスを計算す

る．

（５）固有値問題を解いて歪の主軸方位と軸比を求める．

歪解析法３

（１）平行でない３面でＳＩ法から，歪楕円の長軸方位αと

軸比尺を求める．

（２）ＧＳ法により断面倍率p’９を求め，これから３面での

歪楕円の相対軸長を求める．

（３）最小２乗法（後述）により，歪楕円体の形状マトリッ

クスを計算する．

（４）固有値問題を解いて歪の主軸方位と軸比を求める．

私が最初に用いた方法（林，1988）はここにあげた歪解析

法２であるが，(2)のＧＳ法が考慮されておらず，そのため３

面での主相反２次の伸びが各面で共通の相対値となっていな

かった．その後，訂正論文（林，1989）では歪解析法１を使

用した．しかし直交する３断面を用いることは制約が強いた

め，今回，平行でない３面を用いても可能な方法，歪解析法

３，を提唱する．平行でない３面を用いることは歪解析法２を

用いても可能であるが，この方法では，平行でない３面での

歪を，直交する３面での歪に変換してから歪解析法１を使用

することになるため，計算が煩雑となる．理論的に明解で，

入力データの少ない歪解析法３をここで推奨する．以下，各

方法について説明する．

x１

吃

／1〈
苞

第１図．（a）長軸がj、軸に平行するマーカー楕円．長軸
長はＸｉ，短軸長はＹｉ（b）長軸が，[2軸から０だけ傾いた
マーカー楕円

(1976）の方法では，

β-U;!］
と表し，ｊ番目のマーカー楕円の（９，〃の値を八，ｇＭｚｉと

記したとき，これらマーカー楕円を変形させた歪楕円の形状

マトリックスＢｓが

歪解析法１

マーカー楕円から歪楕円を得る方法の一つにShimamoto

andIkeda（1976）の方法がある．この方法については，林

(1988)で解説したが,本論文の目的は歪解析法について一貫

した説明を行うことであるので，ここで再度記すこととす

る．また，前とは記述の仕方を変えた箇所がある.、

第１図（a）に示すように，マーカー楕円の長軸が座標軸兀，

…た…此ぱた卜|＝;］
ただし川軸比姜である
第１図（b）に示すように，マーカー楕円の長軸がjC2軸か

麺-…だし.-[_鰯:暹幻で変換して

…|苛揖､狛璽'二ｆｒ１
これがマーカー楕円の式である．左下項sy'?zはこのマト

a-E団
で求められるとする．ただし，〃をマーカー楕円の数とし

Ｆ=~L=パ
〃ｉ＝１

Ｇ=Lihgl
〃ノーｌ

Ｈ=-1全ノル
〃ｉ＝１

である．このよう|こマーカー楕円の形状マトリックス成分の

算術平均として歪楕円の形状マトリックス成分を得る方法

を，ここでＳＩ法と呼ぶ．

（２）したがって，ある面でのマーカー楕円から歪楕円を求

める計算手順は，

（a）各マーカー楕円の軸比と，任意の基準線からのマー

カー楕円の長軸の角度８を測る．

（b）各マーカー楕円ごとに形状マトリックスの成分九

段，肋を求める．

（c）ＳＩ法により九ｇＭｚｉから歪楕円の形状マトリックス

の成分Ｆ，Ｇ，Ｈを求める．

（d）歪楕円の形状マトリックスａの固有値から歪楕円

の軸比R(R=÷)を求める歪楕円の方程式は
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ｘ７ＢｓＪｃ＝１もしくは

い)臣f､(;)-｣と表わされるＭ固有値
１，<ルは

Ｆ+Ｇ／TIﾗ巨石ｱ〒Zフテア
スＦＴ￣２

脇二汁巳糀重］

鰯:'１]匡巳糀窒］
のように，形状マトリックスは比例せねばならない．

歪楕円体の形状マトリックスを各歪楕円の形状マトリック

スから決めるには，次の３通りの方法がある．

(．)[:Mj-p噸１１]＆仮定す…鰹が共通
だから

[:弥二:]-号＆"重]でなければならない

[MiMiw"重]とすると比例定数川
Ｃｌ,＝Ag3の時にＡをＡｌと書くと，Ｃｕ＝Ａｌ93.すなわち/i＝

Ａｇ３であるからＡｌ＝△となる．また,ｃ33=A九の時にＡを
９３

A.と書化｡鯛=Ａ２Ｍなわち等=A2九であるから

A魁=鶉となるしたがって,q`-Ｍ，=Ｍ`が成り立
ち，Ａｌ＝Ａ２のはずである．

(､)臥二!]-＆纐窒]と仮定す…｡が共通
だから

脇:W]-箸巳鋼堂]でなければならない

回糀:ルロ鰄二]とすると比例定数州
ｃ22＝Aglの時にＡをＡｌと書くと，ｃ22＝A1gl．すなわち九＝

ＡｌｇｌであるからＡｌ＝上となる．またCu＝Ｍの時にＡを
９１

A`と書化｡u-A2九すなわち苧=AZAであるから

Ａ２=謡となるしたがって,｡⑫=AﾙｰＭが成り立
ち，Ａｌ＝Ａ２のはずである．

に)[:Ｍ１]一団纐篁]と仮定す…,が共猷
から

[:Ｍｊ－等&獺:l]でなければならない

脇:能&噸重]と…比例定数川
ｃ33＝Ａｇ２の時にＡをＡｌと書くと，ｃ33＝Alg2すなわち九＝

Alg2であるからＡｌ＝上Ｌとなる．またc22＝A九の時にＡを
９２

A:と書くと,`鰺-A`たすなわち芋=Ａ２九であるから

A瞥=鶉となるしたがって,｡鯛－４ﾙｰＭ,が成り立

ルー半十Ⅲ、両方『
これらから

X-1gFとY臺汪が得られる軸比Ｍ
Ｒ÷汗として求められる
（e）歪楕円の形状マトリックスの固有ベクトルから歪楕

円の長軸（Ｘ軸）の方向を求める．スース,の時，すなわちＸ

軸の方向は，

鹿11ニハ](ii)-゜から,-旱鰄として,すな
わち

…､(￥)として得られる
（３）ＳＩ３法

直交する３断面,Gy，ｙｚ，zjcで歪楕円の形状マトリックス

BjUy，Ｂ”，Ｂｚェが

叶底碗薯H1iw,,:|］
L-Ql綱芝]臺巳噸菫］
ａＦ臣緬室]薑巳鰄窒］

のように与えられたとき，歪楕円体の形状マトリックスＣ

ｏ－い１１１１
をShimamotoandlkeda（1976）では次の手順で求めてい

る．求めるべき楕円体は

(…]"iﾖ(!！)－１
と表され，与えられた歪楕円は

い)巳糀!]())－１

Ｍ団瀧菫](舶

仙)団"幻(:)－１
と表される．歪楕円体のjUy,ｙａｚｊｃ面での断面が歪楕円の形

に相似であるはずだから，

に;噸ニル[(iw"!}］
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Ｕ
ち，Ａｌ＝Ａ２のはずである．

このように，もし各面の歪楕円が歪楕円体の断面であるの

なら，上に述べた各場合について，Ａ１＝Ａ２であり，かつすべ

ての場合について，歪楕円体の形状マトリックスの成分は等

しいはずである．しかし実際には，測定データの誤差などに

より一致しない．このため，これら３つの方法で得た成分の

平均値を歪楕円体の形状マトリックスの成分とする．この方

法をここでＳＩ３法と呼ぶ．

（４）３次元歪解析の手順は，

（a）定方位サンプルから互いに直交する３面をカッター

で切り出し，面Ａ,Ｂ,Ｃとし，これらをシュミットネットに

大円として描く．

（b）これら３面の交点をx,ｙ>ご軸として正の直交座標系

x腕をとる．たとえば，Ｂ面とＣ面との交点をｚ軸とし，兀軸

とｙ軸は座標系jUjlzが正系となるようにとる．このようにと

るとＡ面は常にjuy面であり，Ｂ面とＣ面はyz面か麺面と

なる．どちらがどの面になるのかはＡ,Ｂ,Ｃ面の相対的位置

によって決まる．

（c）jEy面上で,兀軸と歪楕円の長軸(Ｘ軸）との角度０と

主相反２次の伸びス1',ス2'を用いて次の式からL',スy',７k，'を
計算する．

ﾊｴ'=１，'COS20+ｈ'Sin20

スy'＝ス,'Sin20＋ス2'COS2０

７k，'＝(入,'－わ')sinOcosO

jcy面での歪楕円の形状マトリックスＢｊ`yは

駒-[:j緬奪］
と表される．臓面およびＺ兀面に関しても同様にして，それ

ぞれル',Ｌ'，肱'および山',L',脆'が計算され，それぞれ歪

楕円の形状マトリックスＢ"，Ｂ麺が求められる．

（d）こうして得られた形状マトリックスからSI3法によ

り歪楕円体の形状マトリックスＣを求める．

（e）歪楕円体の形状マトリックスＣの固有値から歪楕円

体の軸長Ｘ，ＸＺを求める．Ｃの固有値をス,＜ル＜ス３とす

ると，歪楕円体の軸長Ｘ＞Ｙ＞Ｚは

X=,/〒１Ｆ;Y-1RF:Z_丹として得られる
（f）歪楕円体の形状マトリックスＣの固有ベクトルから

歪楕円体の軸Ｘ，Ｙ｝Ｚの方位を求める．

Ｘ軸の方向はス,に対応する固有ベクトル

Ｙ軸の方向はス2に対応する固有ベクトル

ｚ軸の方向はス3に対応する固有ベクトルとして得られる．

Ｅ

Ｓ

第２図．ＳＥＵ座標系での楕円体．楕円体の中心（原点）
を通る面Ａ，Ｂの交線を，c軸とする．

駁 魁
X

On比」Ｈ

Ｂ面

Ｘ

軸比１９
Ａ面

第３図．Ａ面：Ａ面での楕円長軸からｘ方向への角度は

α，ｘ方向の長さはｌＡ，軸比はＲｌＢ面：Ｂ面での楕円．長

軸からjc方向への角度はβ,恥方向の長さはＪＢ，軸比はＲ２

ていたならば，新Ａ面での楕円の形は旧Ａ面でのものと相

似であるが縮小されている．

第３図のＡ面に示すように，妬方向の長さをＪＡとすると

点(JACCSα,ZAsinα）は妬方向の先端点であり，これは楕円上

の点であるから，Ａ面での歪の軸比をＲ，とすると，

(訂十ｿﾞｰ｣を満足するＬたが．「

梺旦+‘ＭＨ
が成立する．これから

÷'‐('一論｡｡ざ・
を得る．Ｂ面についても同様にして,Ｘ方向の長さをJB,歪の

軸比をＲ２とすると，

毒-1-('一念)c･ざβ
が成立する．したがって，Ｂ面のＡ面に対する倍率ｐはJA＝

'んから'一岩として求められる
まったく同様の考察から，Ａ面とＣ面との交点をｙ軸方

向とし，Ａ面で長軸とｙ方向との角度をα'，軸比をＲ,，Ｃ面

で長軸とｙ方向との角度をγ'，軸比をＲ３とすると，Ｃ面の

歪解析法２

（１）平行でない３面でのマーカー楕円から歪楕円を求める

計算手順は，歪解析法１の場合と同じである．

（２）ＧＳ法による相対軸長の求め方

第２図に示すように，楕円体をその中心を含む任意の面

A，Ｂで切るとき，ＡとＢとの交線の方向をたとえばｘ軸と

する．ｘ軸方向でのＡ，Ｂ面上での歪は等しくなければなら

ない．しかし，もしＡ面が平行にずれて楕円体の中心を外れ
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Stauffer（1981）はその偏椅を誤差ｅと定義した

ＺＡ２ＪＣ'２ＪＣ"２

ｅ＝FZ7丁一万万

（３）Ragan法

第４図に示すように，〃面上で，ｊｃ軸から８の方向の歪楕

円の点をα,ｙ）とし，この方向の相反２次の伸びスが分かっ

ているものとする．このとき，

鰯=,/７｢cosO
y=汀sinO

を歪楕円を表す式

Ⅶ麺-1ただしjF(;）
へ代入することにより，

ｘ-(．.…､`)[;Ｍ;:](;蓋;）
すなわち，

X＝A11cos20＋A22sin20＋Ａ,2ｓｉｎ２０

を得る．したがって，３つの相反２次の伸びに対して次式が

成立する．

1,,'＝A11cos201,＋A22sin201,＋A12sin2011

M＝AIlcos2012＋A22sin2012＋A12sin2812

llJ＝AI1cos2013＋A22sin2013＋Al2sin2013
これから

ｙ

Ｘ

第４図．兀軸と任意の角をなす歪楕円．，U軸から０の方向
一

の長さは，この方向の相反２次の伸びを入とするとＷ(．

A面に対する倍率｡は`何"からｒ砦として求められ

にＺ:j'二二
である．この方法はGendzwillandStauffer(1981）によっ

て，断面が楕円体の中心を通らない場合に中心を通る断面上

の楕円を求めるために考えられた方法である．しかし，直交

しない断面同士での歪楕円の各軸長を，この方法を用いてあ

る断面での歪楕円のある軸長の比として表すことが可能であ

る．たとえば，Ａ面の短軸の軸長を１とした場合の各断面で

の軸長の相対長は

Ｂ面Ｘ＝Ｒ２ｎＹ＝Ｐ

Ｃ面Ｘ＝Ｒ39,Ｙ＝９

と表すことができる．このように各断面での相対軸長を断面

倍率p’９を求めることにより計算する方法をここでＧＳ法

と呼ぶ．相対主相反２次の伸びん'，Ｌ'は定義から

バー弁士』'一士-去

面Ａ，Ｂ，Ｃが楕円体の断面とどれほど良くあっているか

どうかを見るために誤差を考えておく．Ｂ面とＣ面との交点

をｚ軸方向とし，Ｂ面で長軸とｚ方向との角度をβ"，軸比を

R２，Ｃ面で長軸とｇ方向との角度をγ"，軸比をＲ３とすると，

ｐ/β"＝qJc〃

が成立する．したがって，先に導出した式を用いて

ｐ＿ノc〃－JＡノc′
９／B〃恥ノA′

（菱臘熟議l(''1）
を得る．これから歪楕円の形状マトリックスＡを得るが，こ

の固有値が，jUy面での歪の主値，固有ベクトルが主軸の方向

となる.腕面,zjU面に関しても同様にして次の関係式を導く

ことができる．

（iii臘議}鍵](lil）
（菱)=隣;聯;]('1）

このように，任意の平行でない３面での相反２次の伸びか

ら，他の任意の３面での相反２次の伸びを得る方法を，ここ

ではRagan法（Ragan，1987）と呼ぶ．

（４）３次元歪解析の手順は，

（a）定方位サンプルの互いに平行でない３面をカッター

で切り出し，面Ａ，Ｂ，Ｃとし，これらをシュミットネットに

大円として描く．

（b）これら３面と斜交する直交座標軸"，ｙ，ｇを適当に
設定する．

（c）面Ａ，Ｂ，Ｃ上に歪楕円の長軸を記入する．

（d）面Ａ上で,面Ａと面jUy,ｙｚ,麺との３つの交点を歪

楕円の長軸から測り，得た角度をそれぞれハル。,3とす

る．面Ｂ上で，同様にして得た角度をの21,①22,①23とする．

面Ｃ上で，同様にして得た角度を①31,①321の33とする．

（e）面Ａ上で，面Ａと面jEy,泥,麺との３つの交点方向

ｌＡ２ｌｃ'２ ＩＣ"２

－￣￣万万＝ｏｊＢ２ノA'２

を得る．この関係式は，もし３面Ａ，Ｂ，Ｃが楕円体の断面で

あれば，厳密に成立する．しかしそうでなければ，そうでな

い程度に応じて０から偏侍していく．Gendzwilland
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での相反２次の伸びをス11',ス,2',ス,3'とすると，これらは面Ａ

での主相反２次の伸びス,A'、ｈＡ'を用いて次式により求める

ことができる．

ス,/＝几,A'COS2d1j＋入2A'Sin2d1i．

同様にして，面Ｂでの３つの交点方向での相反２次の伸び

ん！'，ｈ２'，ス23'は面Ｂでの主相反２次の伸びスlB',地B'を用い

て，また面Ｃでの３つの交点方向での相反２次の伸び13,'，

几32'，入33'は面Ｃでの主相反２次の伸びスＩＣ'上c'を用いて次式

により求めることができる．

ス2/＝入lB'COS2○2i＋入2B'Sin2○2ビ

ス3/＝入ＩＣ'COS2d3i＋地c'Sin2①3ｉ

（f）面xy上で，面juyと面Ａ，Ｂ，Ｃとの３つの交点を兀

軸から測り，得た角度をそれぞれ0,,,0,2,0,3とする．同様に

して面yg上で，３つの交点をｙ軸から測った角度を021,022,

023とし，面麺上で，３つの交点をｇ軸から測った角度を031,

0321033とする．

（９）Raganの方法を用いて，jEy，猟，９％面での歪楕円の

形状マトリックスＡｊ`y’４，Ａ露難を求める．ここにＡ`yは

」｢[;Ｍ;:Ｌ
と表される．Ａ"，Ａ麺も同様にして表される．

（h）各面での歪楕円の形状マトリックスから，２次元の

固有値問題として歪楕円の長軸方位，主相反２次の伸びを求

める．主相反２次の伸びは既にＧＳ法によって求められた相

対主相反２次の伸びを用いていることから，相対主相反２次

の伸びとして表されている．

（i）jUy面上で，ｊｃ軸と歪楕円の長軸との角度α，主相反２

次の伸びス,'，胆'を用いて次の式からL'，入y'，胸'を計算す

る．

Ｌ'=入,'COS2α+Ｌ'Sin2a

ル'=１，'Sin2α+ﾙ'COS2a

胸'＝(X,'一地')sinacosa

yg面および鄭面に関しても同様にして，それぞれ心'，

Ｌ'，肱'および上'，L'，脆'を計算する．

（j）こうして得られた各面での歪楕円の形状マトリック

スＢ兎y，Ｂｊ鱈，比，からＳＩ３法を用いて歪楕円体の形状マト

リックスＣを求める．

（k）歪楕円体の固有値問題の解法は歪解析法１の場合と

同じである．

い}を求め…脆

’窪…－－－⑪

懐－－－－－③

IjiIi-J-‘

ｊＭｚＭ`ｗⅢ(急ルー鰍ル

ー(三am-ﾙｰ(ニルm-E糺麿｡-(ニル‘

‐(号l沁鐵-(:非｡-(三仏麿F‘

た-(熟H､昨(:aM;た戸(:aM

iiF(言l抑ﾙｰ(弧－汁<::)Ｍ…(6)

ルー(芸1,Ｍ;た戸(急_臘肺(熟_〃

ｓ=皇Ｍ+ＭＩＩ+A’………………(7)

歪解析法３

（１）平行でない３面でのマーカー楕円から歪楕円を求める

計算手順は，歪解析法１と同じである．

（２）ＧＳ法による相対軸長の求め方は歪解析法２と同じで

ある．

（３）最小２乗法による歪楕円体近似

楕円体は，

“2＋２bjUy＋2czjU＋dy2＋2GyZ＋/ZZ2＝１

と表される．ここで次の関数を考える．

／(』いﾉﾚＺ；α,６，ｃｄ,ｅ'ん)＝α”2＋２bjUy＋２CZjr

＋dy2＋22jlZ＋/zz2-1＝０………….….…….…（１）
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｜皇革鯰斯Ｍ…+い
を得る．ｅα,Ｅｂ，…,ｑｉについてまとめると，

ためにLagrangeの未定乗数ル用いて

：-会ｓ－Ｚｌルー…………－…(8)
〃

ゴーｌ

を最ﾉI､とすれば良い．この条件から次式を得る． [p・肌]eα＋[p･ﾉG九]eb＋[p･兎ﾉ:]ＥＣ＋[p､.Ｍ]eｄ

＋[p･ﾉa/;]Ee＋[p・励北"＝[p・〃］

[p･九九]６，＋[p０．Ｍ]eb＋[ｐｏ/Bﾉ:]ＥＣ＋[ｐｏ/；た]e‘

＋[p・九九]ee＋[p､Ｍ]ｅｈ＝[poM］

[ｐｏ/；た]ｃｃ＋[p･肌]eb＋[p･航]ｃｃ＋[p・肋]ｅｄ

＋[p･たL]Ｃｅ＋[p･肌]eh＝[p･〃］…(11）

[p･たji]eα＋[p・九九]ビル＋[po/､ﾉ:]ｃｃ＋[p･乃乃]ｅｄ

＋[p･九九]ee＋[p･肋]eカー[p･肋］

[p･城]eα＋[p･肌]どb＋[p･肱]cc＋[p･ﾊﾞﾉined

＋[p･ルルル｡＋[p･肋]ｅｈ＝[p･肋］

[p･航]eα＋[poM]eb＋[p･ﾉﾘ；た]EC＋[poM]ｅｄ

＋[p･〃た‘＋[p･肌]eルー[p・恥］

Ｄ
の
⑳

９
９
９

０
０
０

必
ふ
い
０
０
０

入
１
１

十
十

一一２
’’３

必
巧
い
Ｍ
Ｍ
Ｍ

・
ん
砂
Ａ
〃
Ｚ
何
〃
Ｚ
甘
〃
Ｚ
Ｈ

姻
一
恥
館
一
妙
館
一
伽
館
一
蛎
館
一
由
地
雨

ここに
〃

［poM]＝ＺルルノＩｉｉ＝pol/Ｍ１＋po2/Ｍ２＋…＋poルノi)”
ｉ＝１

ﾌﾟｉｊ:どである．

（11）式を解いてＣａ,e６，…,ehを求める．これを（４）式へ代

入してα,ｂ,…,〃を求める．

楕円体の場合の微係数は，（１）から

嘉一2(･ｴ+…）

鳥-2(…+鐘）
二-2(…+肱）

嘉一f器-2";二-2鮴器イ；

二-2脚嘉一琴

０
０

０－１

Ｍ
ム
ハ

〃
Ｚ
Ｈ
ｎ
Ｚ
Ｈ
〃
Ｚ
Ｈ

殖
一
姻
館
一
蛎
殖
一
殉

(9.1）から

Mlf
zhj＝－－

Ａｊ

(9.2）から

リッガーー処．
ｐｙｉ

（9.3）から

ス鯛

貼＝－両５丁
これらを（５）へ代入すると

乃十(晉十芳十粉汁鵬一ﾙ`…
－ｎｃｄ－たee-ﾉﾙeh＝O

ここで

＿L=空i塁L+皇！≦L+型Ｌ
ｐｏｉｐｍｐｙｉｐｚｉ

とおくと上式は

スガール(た,eα＋ふどb＋ﾉ:jec＋ルｅｄ＋心Ee＋ﾉﾙｅｈ－九！）

となる．この式を（9.4）～（9.9）へ代籔入すると，

であるから，（６）式は

ルーα'X?＋２６'XiY+2c'ZXl+α'耳2＋幼'XZ+/Z'ろ２－１

Ｌｉ＝２(α'Ｘ)＋b'耳十c'ろ）

巧ｉ＝２(b'X}＋d'野十e'二）

ムガ=2(c'X)+e'Z+/ｚＺ)

ノGj=X';ルー2X}IMj＝2Z》X};ん=塚2；
ノ&=2XZMlj=琴

となる．また

＿Ｌ=△LL+虫１塁L+皇2塁2
必Ａｐｙｉムガ

であるが，

重みを１とすると(px-pyi＝pzi＝1）

１

曲＝た/+ﾉ;；+ﾉ:/
である．

（４）最小２乗法を用いた３次元歪解析の手順は，

（a）定方位サンプルの互いに平行でない３面をカッター

で切り出し，面Ａ，Ｂ，Ｃとし，これらをシュミットネットに

大円として描く．

（b）ＳＩ法によりＡ,Ｂ,Ｃ面での歪楕円の長軸方位と軸比

〃

Ｚルノ&(ﾉＧｉｅａ＋あどb＋乃ec＋心ed＋ﾉ;ie‘
i＝１

＋ﾉＭｉ－心)==０
〃

囚ハル(たｊｃａ＋恥eb＋ﾉZiec＋らど｡＋ﾉ;ice
ゴー１

＋ﾉﾙeルール)二二０
打

エルバガ(ﾊﾟiiea＋恥eb＋/:'ｃｃ＋九ｃｄ＋ﾉ;ie、
i＝１

＋恥巳ﾙｰﾉ;i)==０………(10）
〃

Ｚハル(兎fea＋恥eb＋ルec＋地ed＋/;je、
i＝Ｉ

＋ﾉﾙeカール)＝０
〃

Ｚルノ;i(んＣａ＋恥eb＋ﾉaec＋心ど`＋ﾉ;iE‘
i＝１

＋ﾉﾙｅｈ－ﾉﾙ)==０
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Ｎ

０
２

ＹＥ

Ｅ

Ｙ

Ｓ

Ｘ

Ｘ

Ｓ

第６図．互いに直交するＡ，Ｂ，Ｃ面とこれら３面の交線
としてのjU，ｙ，ｚ軸のシュミットネット下半球投影図．Ａ

面（)cy面）での歪楕円の長軸方位をＸｈで，Ｂ面（yご面）
のそれをＸ６，Ｃ面（z兀面）のそれをＸでとする．歪楕円体
のＸ，Ｙ，Ｚ軸はそれぞれＳＥＵ軸に平行である．

第５図．Ｘ，ＫＺ軸がＳ，Ｅ，Ｕ軸に平行で軸比がＸ：Ｙ
：Ｚ＝４：２：１の歪楕円体．

Ｒを求める．

（c）ＧＳ法により歪楕円の相対軸長を求める．

（d）最小２乗法により歪楕円体の形状マトリックスを求

める．

（e）歪楕円体の主軸についての解法は歪解析法１と同じ

である．

ｚ軸（101.33.,148.24.,119.23｡）Ｂ面とＣ面の交線

第７図に示すように，歪の長軸（Ｘ軸）の各座標軸妬，ｙ，

ｇからの角度α,β，γと主相反２次の伸びスl'，ス2'は次のとお

りである．

Ａ面ではαをｘ軸とＸ軸との角度(,c軸からｙ軸の向きを

正）とすると，α＝135.47.,入,'＝0.07011,ｈ'＝0.8110.

Ｂ面ではβをｙ軸とＸ軸との角度（y軸からｚ軸の向きを

正）とすると，β＝-45.93.,ス,'＝0.1767,ｈ'＝0.7049.

Ｃ面ではγをｚ軸とＸ軸との角度（g軸からｘ軸の向きを

正）とすると，γ＝135.89.,ス,'＝0.2351’わ'＝0.6202.

ただしス,''ん'の値はＡ,Ｂ,Ｃ面での値であり，α,β,γの

値はjcy，ｙ９，ｍ面での値である．妬，ｙ，ｚ軸はそれぞれＢ，

C，Ａ面のポールとほとんど等しいが，Ａ，Ｂ，Ｃ面が完全に

は直交していないため微小な違いがある．この違いはこの検

定に影響を与えるものではない．

ＳＩ３法を検定するために，これらを入力として歪楕円体の

形状マトリックスを求めると，

い:!;||曇｜
このマトリックスは伽系で表されている．ＳＥＵ座標系

に変換したこの歪楕円体の主軸方向は第６図に示すように

Ｘ軸（０゜，８９．，９０｡）

Ｙ軸（90.,0.,90｡）

Ｚ軸（90.,90.,175｡）

となる．ＸＹＺ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝2.0160,Ｙ＝0.9926,Ｚ＝0.4997

となり，ＳＩ３法は座標軸と平行な楕円体の場合には有効であ

ることが示された．

テスト２（直交３面，ＳＩ３法）

テスト１の楕円体を第８図に示すように回転させる．

解析手法の検定

空間に固定されたＳＥＵ座標系を第５図のようにとる．以

下に記述する標題「テスト１（直交３面，ＳＩ３法)」の括弧内

の意味は，「歪を測定する切断面は直交する３面であり，ＳＩ３

法を検定する」である．検定はテスト１からテスト７までで

あるが，テスト４はなく，全部で６つの例があげてある.＊

テスト１（直交３面，ＳＩ３法）

Ｘ，ＺＺ軸がそれぞれＳ，Ｅ，Ｕ軸に一致し，軸比が

である楕円体を考える（第５図)．形状マトリックスの一つは

ば筋;駈り
と表される．主軸Ｘ，ＸＺがSEU座標軸と一致するこの歪

楕円体はテスト１だけに用いられる．

ここで任意の直交する３面を次のように設定する．（第６

図）

Ａ面ｊＶＩ２ＥｍＳ

Ｂ面ＩＶｍＷ５４Ｓ

Ｃ面ＩＷ５Ｅ５０１Ｖ

これらの交線を次のようにとってjc，ｙ，ｚ軸とする．（第６

図）

ｊｕ軸（130.07.,60.94.,126.24｡）Ｃ面とＡ面の交線

ｙ軸（42.15.,77.45.,129.42｡）Ａ面とＢ面の交線

、テストの番号を付け直さないのは，プログラムファイルとそのメンテナンス資

料などとの整合性を保つためである．
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Ⅱ

Nｓ

Ｚ

Nｓ

ｙ

ｙ

Ｃ面Ｂ面Ａ面

第７図．Ａ面：Ａ面での歪楕円．jVSは北寄り走向．，uとｙはju軸とｙ軸．αは兀軸から歪楕円の長軸への角度．Ｂ面：Ｂ面
での歪楕円．ｙとＺはｙ軸とｚ軸．βはｙ軸から歪楕円の長軸への角度．ｃ面：ｃ面での歪楕円．ｚと〃はｚ軸と兀軸．γは
z軸から歪楕円の長軸への角度．これらの図はテストｌについてであり，すべて投影球の上方から見ている．

Ｎ

ｊｎ
Ｕ
ｍ
Ｕ

■
Ｉ

ｐ
ｕ
Ｐ
凸

Ｅ

Ｅ

Ｓ

S、

Ｓ

第９図．互いに直交するＡ，Ｂ，Ｃ面とこれら３面の交線

としての兀，ｙ，ｇ軸のシュミットネット下半球投影図．Ａ

面Cuy面）での歪楕円の長軸方位をＸｂで，Ｂ面（yz面）
のそれをＸｂＣ面“面）のそれをＸｂとする．歪楕円体の

主軸はＸ，ＸＺである．Ｕ"軸は歪楕円体を回転させる際

の回転軸で歪楕円体のＺ軸の対蹴点．Ｙはテスト５での歪

楕円体のＹ軸．Ｙ'はテスト２，３，６での歪楕円体のＹ軸．
Ｙ軸とＹ'軸とは互いに対蹴点．

第８図．ＳＥＵ座標系の回転．ＳＥＵ座標系はＳＥＵ→ＳＥ′

Ｕ'→Ｓｍ'Ｅ"Ｕ"と回転した．α，β，γはＵ"軸のオイラー角．
ｅはＳ軸からＳ'軸への角度．

（１）Ｕ軸のまわりにＳ軸を０だけ回転させてＳＥＵ→

ＳＥ'Ｕ'とする．

（２）Ｅ'軸のまわりにｕ軸をγだけ回転させてＳ'Ｅ'Ｕ'→

S"Ｅ"びとする．

このとき，歪楕円体のＸ軸はＳ"方向を，Ｙ軸はＥ"(＝Ｅ'）

方向を，ｚ軸はＵ"方向を向いている．

び軸方向を（50.,60.,54゜）とすると，０は

arctanO＝ＣＯＳβｃｏｓ６０ｏ
ｃｏｓａｃｏｓ５０ｏから０＝37.88.となる．

シュミットネットを用いて，回転後の楕円体の方向を求め

ると，Ｘ軸はＳ"方向，Ｙ軸はＥ”（＝Ｅ'）方向，Ｚ軸はび方

向であるから，

ＳＥＵ座標系で歪楕円体の主軸方向は

Ｘ軸（62.,68.,144｡）

Ｙ軸（128.,38゜，９０｡）

Ｚ軸（５０．，６０゜，５４゜）

であるが，ｚ軸は上半球投影となっているので，下半球投影

に直すとＺ軸（130.,119.,126｡）となる．

（１）のＳＥＵ→Ｓ'E'Ｕ'なる歪楕円体の回転は

(;H:;；で;ｉＩｌ(;）
（２）のＳ'E'Ｕ'→＞ＳＦぴなる回転は

(;)-にIiWl:！】(;）
であるから，ＳＥＵ→Ｓ"E"Ｕ"の回転は

(;)■｢聯ﾄﾞｰ:;:蔓｝謡](;）
すなわち，

(;)訳(;）
と表される．ただし
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Nｓ 第１０図．Ａ面：Ａ面

での歪楕円肌は北寄

り走向.xとｙは兀軸とｙ
軸.αは兀軸から歪楕円
の長軸への角度.Ｂ面：

Ｎ８Ｂ面での歪楕円．ｙと
Ｚはｙ軸とＺ軸．βはｙ
軸から歪楕円の長軸へ

の角度．Ｃ面：Ｃ面で
の歪楕円．ｚと範はｚ

軸と兀軸．γはｚ軸か

ら歪楕円の長軸への角
度．これらの図はテス

ト２，３，５，６についてで

あり，すべて投影球の

上方から見ている．

Nｓ Ⅱ

殿
Ⅱ

Ｚ

ｙ
ｙ

Ｃ面Ｂ面Ａ面

l聯； 霧謡］ 隠柵::鰯｜
について，テスト１と同様の直交する３面Ａ，Ｂ,Ｃとzyz系

を設定する（第９図)．

歪の長軸(ｘ軸）の北より走向からの角度α',β',γ'と各面

での歪の軸比Ｒｉは，

Ａ面ではα'＝111.54.,尺,＝2.7798

Ｂ面ではβ'＝117.19.,尺2＝2.9338

Ｃ面ではγ'＝19.52.,尺3＝2.0378

である．またＡ面のＹを１とした場合の相対比で各面での

Ｘ，Ｙ軸の軸長は次のとおりである．

Ａ面ではＸ＝2.780,Ｙ＝1.000

Ｂ面ではＸ＝2.290,Ｙ＝0.781

Ｃ面ではＸ＝1.442,Ｙ＝0.708

Ｇｓ法ではα'，β'，γ'とＲｉを使い，各断面での歪楕円が歪

楕円体の断面であるとすると，誤差と断面倍率が計算でき

る．ここでは

誤差＝0.00019,ｐ＝0.78078,9＝0.70765となり，軸長の相対

長と主相反２次の伸びは

Ａ面ではＸ＝2.780,Ｙ＝1.000,ス,'＝0.1294,地'＝1.000

Ｂ面ではＸ＝2.291,Ｙ＝0.781,ス,'＝0.1906,ル'＝1.640

Ｃ面ではＸ＝1.442,Ｙ＝0.708,ス,'＝0.4809,ｈ'＝1.997

として得られる．ここで得られた相対軸長は先に示された値

と同じであることから，ＧＳ法の有効性が示された．次にＳＩ

３法を用いて，歪楕円体のjwg系で表された形状マトリック

スを求めると，

い霊勇-鷺｜
となる．ＳＥＵ座標系に変換されたこの歪楕円体の主軸方向

Ｘ軸（63.,69.,144｡）

Ｙ軸（127.,38.,90｡）

Ｚ軸（130.,120.,125｡）

となる．XYZ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝2.0023,Ｙ＝1.0017,Ｚ＝0.4986

したがって，ＧＳ法,ＳＩ３法はともに有効であることが示さ

－sｉｎＯ

ｃｏｓＯ

Ｏ

Ｒ－１＝

とする．

およびﾄ(;）鋼-⑤ として，Ｓ"Ｅ"Ｕ"系での歪楕

円体をs"THs"＝１と表すと，上の回転によってこの楕円体は

sTHmRs＝１と表される．回転後の歪楕円体の形状マトリッ

クスはＳＥＵ系で次のように表される．以下のテストではす

べてこの回転後の歪楕円体を取り扱う．

隠閲IiIi:蟻】
この後は，テスト１と同様の直交する３面Ａ，Ｂ，Ｃとjuyz

系を設定する（第９図)．

第１０図に示すように，歪の長軸（ｘ軸）の各座標軸jc，ｙ，

ｚからの角度α，β，γと主相反２次の伸びは次のとおりであ

る．

Ａ面ではα＝68.49.,ス,'＝006260,Ｌ'＝0.4837

Ｂ面ではβ＝11.10.,ス,'＝0.09220,恥'＝0.7936

Ｃ面ではγ＝120.87.,入!'＝0.2326,Ｌ'＝0.9658

ｓ１３法を検定するため，これらを入力として歪楕円体の

x爬系で表された形状マトリックスを求めると，

"霊勇一擬;｜
ＳＥＵ座標系に変換したこの歪楕円体の主軸方向は第９図

に示すように，

Ｘ軸（６３゜，69.,144゜）

Ｙ軸（127.,38.,90｡）

Ｚ軸（130.,120゜，125｡）

となる．XYZ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝2.0023,Ｙ＝1.0017,ｚ＝0.4986

となり，ＳＩ３法は座標軸と斜交する楕円体の場合にも有効で

あることが示された．

テスト３（直交３面，ＧＳ法，ＳＩ３法）

テスト２と同じ，主軸がＳＥＵ軸と平行でない歪楕円体
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Ｅ

Ｓ

第１１図．ある面での歪楕円．長軸から３０゜ずつの楕円上
の点を１２点表している．黒矢印は走向と傾斜の方向を表

す．点１と点１２の線を対称面として２０γ３と３０γ２など

の点があるが，これは一方が点２なら他方は点３，逆に一

方が点３なら他方は点２であることを示す．

第１２図．互いに平行でない，直交しないＡ，Ｂ，Ｃ面の

シュミットネット下半球投影図．Ａ面での歪楕円の長軸方

位をＸｂで，Ｂ面のそれをＸｂで，Ｃ面のそれをＸ`で表す．

歪楕円体の主軸はＸ，Ｙ，Ｚである．Ｕ"軸は歪楕円体を回

転させる際の回転軸で歪楕円体のＺ軸の対蹴点．

:識鵠蝋奎張軸…
灘撒鰡繍Lを求め‘

…Ｍｌ１ｊ肥

溌蕊illll{Ｉ

方法をここで６点直接法と呼ぶ．６点直接法により歪楕円体

の形状マトリックスは

ぱ州歪:|蕊｜
として得られる．このマトリックスはjuyg系ではなく，ＳＥＵ

系で表されている．歪楕円体の主軸方位と主値は

Ｘ軸（62.,69.,144｡）

Ｙ軸（52.,142.,90｡）

Ｚ軸（130.,120.,126｡）

となるが，Ｙ軸は（128.,38.,90｡）の対蹴点であるから同

じ方向である．XYZ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝1.9997,Ｙ＝1.0000,Ｚ＝0.5O01

これはテスト３の結果と一致する．したがって，ＧＳ法と６

点直接法は有効である．

テスト６（直交３面，ＧＳ法，３６点直接法）

初期データとＧＳ法を用いて求めた各面での相対軸比はテ

スト３およびテスト５と同様であるので省略する．第１１図

に示すように，各面で長軸から３０゜ずつの楕円上の点を１２

点，３面で３６点を選び，その座標値を計算する．出力された

座標値はここでは省略する．この３６点を通る楕円体を最小２

乗法を用いて計算する．得られた形状マトリックスはＳＥＵ

系で次のように表される．

隠町Ｉｉｉｉｉ擬｜
このように楕円体表面にある３６点を用いて形状マトリッ

クスを求める方法をここで３６点直接法と呼ぶ．歪楕円体の
主軸方位と主値は

Ｘ軸（６２゜，６９゜，144｡）

Ｙ軸（128.,38.,90゜）
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Ｚ軸（130.,120.,126｡）

である．XYZ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝２００００，Ｙ＝10000,Ｚ＝0.500O

これらはテスト３，テスト５の結果と一致する．したがっ

てＧＳ法と３６点直接法は有効である．

テスト７（非平行・非直交３面，ＧＳ法，３６点直接法）

テスト２と同じ回転させた歪楕円体について考える．この

歪楕円体の形状マトリックスはＳＥＵ系で次のように表され

る．

ぽ`:ｉｌｉ:|曇】
第１２図に示すように，任意に選んだ非平行・非直交３断

面の走向傾斜と，面のポールのＳＥＵ系でのオイラー角は，

Ａ面jV20E〃Ｓ（108.75゜,152.01.,11000｡）

Ｂ面ｊＶ４０Ｗ７ＷＶ（5284.,136.04゜,110.00｡）

Ｃ面１V〃Ｗ４０Ｓ（102.70.,52.84゜,140.00｡）

各面での歪の軸比と北より走向からの長軸の方向は，

Ａ面ではＲ,＝24026,α'＝118.32.

Ｂ面ではＲ２＝3.5066,β'＝125.43°

Ｃ面ではＲ３＝2.3204,γ'＝128.45.

36点直接法を用いて,歪楕円体の形状マトリックスを求め

ると，

ぱ㈱I;iii鰯
歪楕円体の主軸方位と主値を計算すると，第１２図に示す

ように

Ｘ軸（62.,69.,144｡）

Ｙ軸（52.,142゜，９０｡）

Ｚ軸（130゜，120.,126｡）

となる．XYZ＝１で正規化したときの軸長は，

Ｘ＝1.9998,Ｙ＝1.0001,Ｚ＝0.5000

テスト６とテスト７を比べてみると，直交する断面を用い

た場合と直交しない断面を用いた場合との間に差異はない．

ただし実測された歪楕円によって求められる歪楕円体につい

ては，直交に近い断面を用いた場合の方がそうでない場合よ

りも精度が良さそうだ，という見当はこのテストからではな

く，常識的につく．すなわち，直交しない３断面を用いる歪

解析法３を使う場合でも，３断面のあいだの角度はできるだ

け直角に近いほうが精度が良いであろう．
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