
研究会セッション 

 

国土防災リモートセンシング研究会 
 
 
InSAR-WGの活動報告と 
巨大災害を受けての今後の研究会活動 
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１）研究会（InSAR-WG）活動の報告 
         InSARの実利用化についての検討結果 
   その報告書の紹介 
 
２）今後の研究会活動の紹介 
   東日本大震災や今夏の台風被害を受けて 
   衛星リモセンがどのように活躍できるか 
 
３）質疑応答、会場とのディスカッション 
 
※本セッションの発表資料は、 
 研究会のホームページよりダウンロード可能。 

本セッションの内容 
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なぜ、実利用化に向かえないのか？ 
 ◆目にするチャンピオンデータへの過信 
 ◆いつでも使えるのか？という疑問 
               ・・・・ 

InSARの実利用化のための検討 

言葉の定義 
 
“実利用化”とは、各省庁・地方公共団体が民間等に発注
する業務の中で、 
 ・発注者側では、作業マニュアルに則って 
 ・受注者側では、あたりまえに使っている 
すなわち、実業務で定常的に利用している状態を意味して
いる。 
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InSARを必要としているのは誰か、 
ユーザー層を理解する必要がある。 

InSARの実利用化に向けて必要なこと 

パワーユーザー 
（大学・研究機関の研究者） 

初心者・入門者 

経験者 

リピーター 
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１）マーケティング（マッチング） 
２）裾野を広げる（ユーザー開拓） 
３）ワンランク上へ（ユーザー定着） 

InSARの実利用化に向けて必要なこと 

初心者・入門者 

経験者 

リピーター 

パワーユーザー 
（大学・研究機関の研究者） 
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１）マーケティング（マッチング） 
２）裾野を広げる（ユーザー開拓） 
３）ワンランク上へ（ユーザー定着） 

InSARの実利用化に向けて必要なこと 

１章 地盤変動計測事例調査 
２章 初心者のためのInSAR処理 
３章  InSAR処理：応用編 

報告書 

本セッション 
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地盤変動計測事例調査 

Insarに関しての 
ニーズ（計測への要求）と 
シーズ（計測の性能）との 
マッチングが重要である。 
 
そのための 
両者の現状把握を実施。 
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アンケート調査 

地盤変動計測に関わる技術者への 
アンケート調査の実施（４４サンプル） 

調査項目 項目の意味 

原因 地盤変動の原因 

現象 地盤変動の内容 

計測対象物の移動方向 変動の方向 

事例（地域名） 地盤変動が観測されている地域の名称 

表層状態 地盤変動している範囲の土地被覆状態 

範囲 地盤変動している範囲の広さ 

変位量 地盤変位量（年単位等） 

変位方向 その変位の方向 

データ間隔 その変位の計測間隔 

時期 その計測が実施された期間、年度 

季節 その計測が実施された季節 
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アンケート調査結果 

横軸：面  積：１回の計測における対象範囲 
縦軸：変位量：１回の計測で検出された変位量 
プロット点  ：アンケート調査結果 
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従来のInSARの変動把握範囲
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アンケート調査結果 

測地利用 
災害調査 など 
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アンケート調査結果 

広域観測を得意とする衛星データの特徴を活かして 
狭域のデータとして提供する必要性が見える 
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建設分野で求められるInSARの変動把握範囲？

狭域 

工事計測等 

計測頻度高 

広域 

地盤沈下計測等 

計測頻度低～中 
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ニーズに対する適用性の分析 

アンケート調査結果から分かった地盤変動計測の現状と 
計測に求められる計測技術の性能（頻度や精度等） 

現状と要求性能 
の把握 
 

ニーズ理解 

できること 
条件付きでできること 

できないこと 

InSAR適用の 

条件整理 

InSAR側からみて、 
 現状レベルで対応可能か 
 ＋α の技術革新が必要か 

シーズ対比 
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ニーズ理解（計測対象） 
原因 沈下現象／隆起現象 

（InSAR適用事例に関係なく洗い出した項目） 

揚水 地盤沈下（天然ガスかん水の採取） 
地盤沈下（消雪用、農業用、工業用、水道用、等） 
建物不等沈下・道路沈下（地下水の汲上げ） 

建設工事 
（沈下） 

地盤沈下（地下掘削工事に伴う地下水排除） 
長期残留地盤沈下（圧密沈下・荷重・地下水位変動） 
陥没（大谷石採掘、地下トンネル） 

揚水規制 地盤隆起（地下水の水位上昇） 
構造物隆起（地下水の水位上昇、浮き上がり） 

建設工事 
（隆起） 

広範囲盛土（人工島の埋め立て） 
不法投棄（廃棄物の盛り上がり） 
構造物隆起（薬液注入） 

地殻変動  山体変動（火山） 
地盤沈下・地盤隆起（地震） 
地盤沈降・プレートテクトニクス 

地すべり 地すべり 

浸食・破壊 
  

海岸浸食 
流氷（による護岸破壊） 
河床変動（土砂流出・堆積） 
漂砂（沿岸流）による地形変動 

降雪 積雪深 
地盤沈下（積雪の重み） 

その他 油汚染（海洋汚染） 
流木 
氷河の移動 
軌道変形、鉄道盛土変形（変位量はｍｍ） 
轍ぼれ（車両） 
轍ぼれ（飛行機） 
構造物変位（河川堤防）（ダム堤体）（変位量はｍｍ） 
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InSARによる計測（シーズ）が 
   ニーズに応えるための条件 

（１）地盤変動の種類に対応したバンド選定 
     ・局所的に沈下／広域で隆起 

（２）地盤の表層状態に対応したバンド選定 
     ・都市部の地盤上昇／水田の沈下隆起繰り返し 

（３）データ間隔（観測頻度） 
     ・地盤計測のタイミングと衛星の周回日数 
     ・干渉するペア画像の存在 

（４）検出可能な変位量（観測精度） 
     ・ｍｍオーダー計測への対応は、難しい。 
    （スタッキング手法で対応可能） 

（５）検出可能な範囲（観測面積） 
     ・広域：OK→国土管理、防災 
     ・狭域：NG？→建設工事 
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地盤計測手法としてのInSARの評価 

InSARのデータ得失や計測する現地の諸条件をきち
んと整理すれば、実業務に適用することは可能。 

InSARデータの理解促進 InSAR処理の簡素化 

InSARユーザー層の開拓と定着が重要 

２章 
初心者のためのInSAR処理 

３章 
InSAR処理、応用編 



2. 地盤変動計測のためのInSAR処理 
 



2章の構成 

2.1 概要 

2.2 処理フロー 

2.3 環境整備 

2.4 データ処理 

2.5 処理事例 

17 



2.1 概要 

 DInSAR処理の課題 

 ・ソフトウェア・衛星データの
環境整備に関わる課題 

 ・処理手順の課題 

  

 

  変位量マップを作製するた
めの「環境整備」と「データ処
理手順」を整理すると共に、
処理手順上の注意点を整理  

18 

ソフトウェアの整備 

SARデータの整備 

DEMデータの整備 

SAR再生処理 

DInSAR処理 

環境整備 
（2.3節） 

データ処理 
（2.4項） 



2.2 処理フロー 

SARデータの購入から処理
までの一連の流れを整理 
 

環境整備 
 ①ソフトウェアの整備 

 ②データの整備 

 ③DEMの整備 

データ処理 
 ④SAR再生処理 

 ⑤DInSAR処理 

19 



2.3 環境整備 
 「ソフトウェアの整備」 
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ソフトウェア名 開発元 提供 
形態 

インター 
フェース 

OS 対応衛星/ 
センサ 

参照URL 

SARscape 
Interferometryモ
ジュール 
(ENVIのオプション) 

sarmap SA 製品 GUI Windows、
Linux、 
MAC 
  

ALOS/PALSAR 
COSMO Skyemed 
ENVISAT/ASAR 
ERS-1/2 
JERS-1/SAR 
RADARSAT-2 
SAR Lupe 
TerraSAR-X 

IMAGINE SAR 
Interferometry 

Intergraph 
Corporation 
DLR（ドイツ
航空宇宙セ
ンター） 

製品 GUI Windows 7、 
Windows 
Vista、 
Windows 
Server 

ERS-1 
ENVISAT/ASAR 
RADARSAT-1、2 
TerraSAR-X 
ALOS/PALSAR 
COSMO Skyemed 

PulSAR 
InSAR Toolkit 

  製品 GUI RedHat 
Enterprise 
Linux WS 
バージョン
3～5 

ALOS/PALSAR 
RADARSAT 
JERS-1 
ERS-1/2 
ENVISAT 

GAMMA 
GAMMA社 製品 CUI Windows、 

Linux、 
UNIX 

ALOS/PALSAR 
ERS-1/2 
JERS-1 
SIR-C/X-SAR 
RADARSAT 
ENVISAT ASAR 

ROIPAC 
JPL フリー CUI SGI、 

Sun、 
Mac OS、 
Linux 

ERS-2 
RADARSAT-1 
ENVISAT 
ALOS/PALSAR 
JERS-1/SAR 

GMTSAR 
David 
Sandwell 

フリー CUI Mac OS 
Linux 
Sun 
  

ALOS/PALSAR 
ERS 
ENVISAT 



2.3 環境整備 
 「SARデータの整備」 

 SARデータ製品の処理レベル一覧 

 SARデータ販売機関 

データ発注時の注意事項 

•  変動を捉えたい期間に衛星データが観測していること 

•  変位量と波長は合っていること 

•  軌道間距離の垂直成分が短いこと 

•  撮影時の入射角度 

•  地表の被覆状態とセンサの特性があっていること 

•  水蒸気の影響がないこと 

•  対象地域が雨期や積雪の影響を受けていないこと 

•  処理過程で必要なDEMがあること 
21 



2.3 環境整備 
 「DEMデータの整備」 
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名称 
作成・提供 

期間 
メッシュ 
間隔 

DEM高さ精度 
（標準偏差） 

整備範囲 作成方法 

数値標高
モデル
（DEM） 
 

国土地理院 10m 5m以内 日本国内 「数値地図10mメッシュ（火山
標高）」および2万5千分の1地
形図のデータを基に地表での
経度差、緯度差0.4秒（約
10m）間隔のメッシュの中心点
の標高から作成 

50m 5m以内 2万5千分の1地形図を経度方向
及び緯度方向にそれぞれ200等
分して得られる区画の中心の
標高から作成 

SRTM3 NASA/USGS 90m 10m 北緯60度～ 
南緯56度 

エンデバーのSTS-99ミッショ
ンでCバンド及びXバンド干渉
合成開口レーダを用いて作成 

ASTER 
GDEM 

ERSDAC 30m 7～14m カバー範囲 
北緯83度～ 
南緯83度 

同一地域に重なる多数のASTER
データから作成 



2.4 データ処理 
「SAR再生処理」 
 SAR再生処理 

 SLC画像 
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RAWデータ画像 SLC画像  

（ｃ）METI,JAXA （ｃ）METI,JAXA 



2.4 データ処理 
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「SAR再生処理」の処理上の注意点 
 ドップラーセントロイドの共通化 

 ドップラーセントロイド数値を左右する最も大きな原因は、
レーダー波が反射する地表ターゲット度と人工衛星の相対
速度であり、衛星速度、地球自転、衛星の姿勢がこれに関
連する。ドップラーセントロイドの共通化を行うことで、地形
縞の残存や干渉縞が改善される場合がある。  



2.4 データ処理 

「DInSAR処理」 
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干渉性が低い  干渉性が高い 

干渉SAR処理 

 ・マスタとスレーブ画像 

 ・テンプレートマッチング 

 ・干渉位相計算 

（ｃ）三尾 （ｃ）三尾 



2.4 データ処理 

「DInSAR処理」 
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軌道縞と地形縞が残存  軌道縞と地形縞の除去後 

軌道縞・地形縞の除去 

位相アンラップ処理 

オルソ化 

 

衛星から遠ざかる 衛星に近づく 

＋11.8cm −11.8cm 0 

干渉縞の見方を記載 

（ｃ）三尾 （ｃ）三尾 



2.4 データ処理 

「DInSAR処理」における干渉が低い要因 
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要因 説明 対応方法 

処理過程上、処理パ
ラメータが誤っている 

処理過程上、設定したパラメ
ータが適正でない場合が想
定される。 

各処理過程で設定したパラメー
タが妥当であったか確認を行う
。 

衛星の姿勢情報の精
度が低い 

軌道情報が誤っている、もし
くは精度が低いと干渉しない
。 

画像間のマッチング処理が精度
良く行うことで回避できることか
ら、画像間のマッチングの精度
向上を試みる。 

軌道間距離が長い 軌道間距離の垂直成分が長
いと干渉性が低下する。 

軌道間距離の垂直成分が短い
他のデータ組合せを探す。 

水域や植生域などの
地表面の特性が影響
している 

干渉に利用した2時期の何
れかが湛水していたり、2時
期の季節の違いにより地表
面状態が大きく異なる場合
は干渉性が低下する。 

干渉に利用した2時期の土地被
覆状態を考慮し、他のデータの
組合せを探す。 



2.4 データ処理 

「DInSAR処理」の処理上の注意点 
干渉SAR処理 

 ・マッチング処理の精度 

 ・マッチング処理のタイポイント 

軌道縞と地形縞の除去  

 ・地形縞と軌道縞の残存  

 ・軌道の再推定処理 

 ・大気の影響 

 ・利用するDEMの影響 

位相アンラップ処理 

 ・位相アンラップ処理の処理パラメータ  

 

28 



2.5 処理事例 
 InSAR WGにおける処理解析結果を下記フォーマットで
整理することで、具体的な処理事例で紹介 

29 

No．     

現象 対象地域 

衛星/センサ 波長 

観測日 

オフナディア角 基線長 

地盤変動現象の詳細 

変動縞の画像 

変動縞から得られる知見・解釈 

参考情報 



2.5 処理事例 
山形県山形市の事例 
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 シンガポールの事例 

韓国釜山を対象とした 事例① 

E128 45’ E129 15’

N35 30’

N35
E128 45’ E129 15’

N35 30’

N35

韓国釜山を対象とした 事例② 

（ｃ）三尾 

（ｃ）今西、三尾 

（ｃ）今西、三尾、小澤 

（ｃ）今西 



まとめ（2章） 

 DInSAR処理の課題である、ソフトウェア・衛星データの
「環境整備に関わる課題」とDInSAR処理の「処理手順
の課題」に対し、以下を整理 

  

環境整備に関わる課題：ソフトウェア、SARデータ、
DEMの整備方法と注意点を整理 

処理手順の課題：SAR再生処理とDInSAR処理の処理
手順と注意点を整理 

31 



3. SARデータの処理応用編 
 



3章の構成 

3.1 概要 

3.2 ソフトウエアと解析結果 

3.3 DInSAR処理に利用するDEMの影響 

3.4 コヒーレンスによる土地被覆分類 

33 



3.1 概要 

 2章で述べた作業工程の中で 

 ・ソフトウエアの整備（3.2節） 

 ・DEMデータの整備（3.3節） 

 に関して、実データを使用した考察を行う。 

 

 また成果（変位量）の品質を左右するコヒーレンスにつ
いて、土地被覆との関係を考察する（3.4節）。 

34 



3.2 ソフトウエアと解析結果 

対象ソフトウエア 
 入手しやすい下記の2つの市販のソフトウエアを対象とする。 

  ・SARScape 

  ・GAMMA 

 1. SARScapeの特徴 

  EnviやArcGISの環境下で動作、SAR画像解析のみならず、
ENVIを用いて画像処理や演算も行える。 

 2. GAMMAの特徴 

  全てのソフトウエアはANCI-C言語で書かれており自由度
が高い。 

35 



処理手順 –SARScape- 
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ＳＬＣデータおよびリーダファイル 

データのインポート 

Basicモジュール 

Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙ 
モジュール 

初期干渉画像の作成 

 ・軌道間距離推定 

 ・レンジ、アジマス方向のドリフトの自動修正 

位相アンラッピング 

 ・外部DEMによる軌道縞の除去 

 ・フィルタリング 

 ・コヒーレンス推定 

 ・様々な手法を併せた位相アンラッピング処理 

初期干渉画像 

強度画像 

地形縞 

変動縞 

変位量マップの作成 

 ・GCPを用いた位置情報の修正 

 ・軌道縞の厳密除去 

 ・幾何補正済み変位量マップの作成 

変位量マップ 

コヒーレンス 



処理手順 –GAMMA- 
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ＳＬＣデータおよびリーダファイル 

前処理、品質管理および画像の共同登録 

干渉SARプロセッサ 

DIFF & GEO 

ソフトウエア 

初期干渉画像の作成 

 ・フリンジレートおよび登録オフセットから軌道間距離推定オプション 

 ・レンジおよびアジマスの共通スペクトルバンドフィルタ 

 ・コヒーレンス推定 

位相アンラッピングおよび標高マップの作成 

 ・干渉画像の適合フィルタオプション 

 ・ブランチカットアルゴリズムを用いた位相アンラッピング 

 ・標高コントロールポイントを用いた精密な軌道間距離モニタリング 

初期干渉画像 

強度画像 

コヒーレンス 

地形縞 

変動縞 

変位量マップの作成 

 ・解像度の設定 

 ・SAR⇒地図、地図⇒SARへの座標変換  

変位量マップ 

コヒーレンス 



使用データ諸元（TerraSAR-X） 
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マスター観測年月日 

スレーブ観測年月日 

期間 

プロダクト種別 

軌道 

解像度（スラントレンジ） 

ピクセル数 

ライン数 

緯度経度（左上） 

緯度経度（右下） 

2008年2月7日 

2008年4月24日 

77日 

Single-look Slant-range Complex (SSC) 

下降軌道 

1.176m 

8539 

10160 

31.636055N、130.608215E 

31.522974N、130.709961E 

ASTER DEMを使用 



対象サイト（桜島） 
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桜島地形図 桜島溶岩分布図 

桜島地図 

＜http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/~kazan/sakurajima/sakuramap.jpg＞ 

（最終アクセス2011年11月11日） 
歴史時代の溶岩流の分布図 

＜http://wwwsoc.nii.ac.jp/kazan/J/koukai/01/kobayashi.html＞ 

（最終アクセス2011年11月11日） 



干渉画像の比較 

40 SARScape GAMMA 

 (c)三尾、山根 
 (c)三尾、山根 



変動縞画像の比較 

41 

SARScape GAMMA 

 (c)三尾、山根 
 (c)三尾、山根 



まとめ 

 SARScape及びGAMMAを用いて桜島のTerraSAR-X画
像を用いて変動縞画像を作成した。 

 

両ソフトウエアによる結果は変動縞で多少違いが見ら
れたが、干渉している箇所や縞の間隔等同様の傾向
が見られた。 
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3.3 DINSAR処理に使用するDEMの影響 
 

43 



44 

 DInSAR処理では、地形縞の影響を取り除く際に、対象シー
ンをカバーするDEM（Digital Elevation Model）が必要となる。
日本では、国土地理院の50mメッシュ数値地図、世界では、北
緯60度から南緯60度までの範囲はSRTM (shuttle radar 

terrain model）、最近では、ERSDACがASTERを使った30m

解像度のDSMを公開している。 

 
 
本検討では、処理に使用するDEMの影響とDEMの選択方法
の検討を行い、DEMの違いがDInSAR処理にどのような影響を
及ぼすかについて調査を行い、検討を行った。 

本検討の目指すところ 
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検討の流れ 

DEMの選定 

DEMの断面比較 

DEMの差分 

DEMの差分の位相比較 



対象領域 
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■鹿児島県桜島 

 左上緯度経度： 北緯31度38分 東経１30度35分30秒 

 右下緯度経度： 北緯31度32分 東経１30度44分 

・SRTM 

 解像度90m 

  CGIAR（Consultative Group on International Agricultural Research）によ
りデータ欠損を補完 

・国土地理院50mメッシュ 

 解像度50m 

・ASTER DSM 

 解像度15m 

 観測日時：2006年11月12日  

 

使用データ 



断面比較（東西） 
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東西断面側線 

ASTER DEM—SRTM 

ASTER DEM—GSI DEM 

標準偏差：8.58m 

標準偏差：8.12m 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を掲載」 



断面比較（南北） 
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南北断面側線 

ASTER DEM—SRTM 

ASTER DEM—GSI DEM 

標準偏差：12.36m 

標準偏差：8.73m 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を掲載」 



地形縞の比較 
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TerrainPhase = -4π・Bperp・H/(λ・R・sinθ)  

 Bperp : 軌道間距離の垂直成分[m]   →    100m 

 λ:波長[m]                    →     23.5cm 

 R：衛星と観測地点の距離[m]                 →  800km 

 θ：入射角                    →  34.5度 

 H:観測地点の標高[m]              

SRTM ASTER GSI DEM 

目視では、大きな違いは確認できない。 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 



DEMの差分（ASTER – SRTM) 
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DEMの差分（ASTER – GSI DEM) 

DEMの差分画像 

★局所的に100 mを超えるギャップが発生 

＜原因＞  

ASTER:マッチング誤差（雲、噴煙） 
SRTM：データ欠損 

GSI DEM：地形変動     

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 
ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 



DEMの誤差を位相化（Lバンド） 
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２π  

０ 

ASTER-GSI（Lバンド、Bperp=100m） 

  

ASTER-GSI（Lバンド、Bperp=1000m） 

２π  

０ 

軌道間距離の垂直成分
（Bperp)が大きくなると、
DEMの誤差による地形縞
位相が大きくなるため変動
との分離が困難となる。 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 



DEMの誤差を位相化（Xバンド） 
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２π  

０ 

ASTER-GSI（Lバンド、Bperp=50m） 

  

ASTER-GSI（Lバンド、Bperp=200m） 

２π  

０ 

Xバンドでは、軌道間距離
の垂直成分が50mでもDEM
の誤差による位相をはっき
りと捉えており、変動縞との
分離が困難な状態となる。 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 

ASTER GDEM is a product of METI and NASA 
「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 

「国土地理院の数値地図50ｍメッシュ（標高）を利用」 



まとめ 
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・SRTM、ASTER、GSIDEMの解像度の異なるDEM

を比較したところ、標準偏差が８ｍ程度であり、
InSARを行う上で大きな差が生じることはないことが
分かった。 

・それぞれのDEMの差分を取ったところ、山岳部にお
いて100mを超える差が生じ、これがInSARの位相誤
差に大きく影響することが分かった。 

・DInSAR画像中に山岳部で局所的な変動がある場
合には、複数のDEMによるクロスチェックが必要であ
り、対策としては、DEMのマスクや差し替えなども必
要であると考える。 



3.4 コヒーレンスと土地被覆分類図との比較 
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 InSARの干渉性の指標として軌道間距離の垂直
成分が良く知られており、この値を元に購入する
データの選定が行われる。しかし実際に干渉処理
を行った結果、地表面の状態により干渉性に大き
な差が生じて対象とする場所で干渉しないという
場合も存在する。 
 
 
本研究では、茨城県日立市における土地被覆分類
とPALSARデータによるコヒーレンスマップとの比
較を行った。これは、どのような場所でどの程度
の干渉性が得られるかを調査するのが目的である
。  

本検討の目指すところ 



検討の流れ 
56 

START

地形図と強度画像・コヒーレンス画像との比較
(地形や土地被覆とレーダ画像との関係の概要を把握する)

地形特性と強度画像・コヒーレンス画像との比較

土地被覆と強度画像・コヒーレンス画像との比較

まとめ
・特徴的な地形特性を良く表現しているレーダ画像？
・土地被覆分類では細分化できない「何」を表現しているか？

END



対象領域(3.4節) 
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■茨城県常陸太田市 

 PALSARにより取得された合成開口レーダデータより作成されるコヒーレン
ス画像と地形との関係を定性的に比較(地形の起伏が多様である領域) 

■茨城県東海村 

 グランドトゥルースが充実している点を考慮し，光学センサより作成する土
地被覆分類図の分類項目毎にコヒーレンスの値を比較し，値の傾向を把
握 

ALOS/PALSAR 

MASTERとして2007年8月29日観測取得のデータ(偏波：HH，オフナディア
34°)を，SLAVEとして2008年7月16日観測取得のデータ(偏波：HH：オフナ
ディア34°) 

EOS-Terra/ASTER： 
2005年5月11日観測取得のデータにGCPを用いた精密幾何補正を施した． 

空間分解能は両データともに15(m)である． 

使用データ(3.4節) 



対象領域（茨城県東海村） 
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©JAXA 
「国土地理院の2万5千分の1地形図を利用」 



コヒーレンス画像と地形図との関係 
(茨城県常陸太田市の事例) 
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©METI,JAXA 
「国土地理院の2万5千分の1地形図を利用」 



コヒーレンス画像と地形図との関係 
(茨城県東海村の事例) 
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©METI,JAXA 

「国土地理院の2万5千分の1地形図を利用」 



土地被覆分類図の作成 
(茨城県東海村，EOS-TERRA/ASTER可視-近赤外使用) 
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トレーニングエリアの選定 

(11クラス) 

教師付き最尤法 

凡例

東海分類図_poly_040511

GRIDCODE

未分類画素

海(1)

海(2)

河川

工場

砂浜

芝地

田

畑

宅地/市街地

樹林

凝集と選別処理 

©JAXA 

データ処理：茨城大学 

データ処理：茨城大学 



土地被覆毎のコヒーレンス値の平均値 
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まとめ(3.4節） 
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光学画像より得られた土地被覆分類図を基に、土地被
覆とInSARで得られる中間生成物であるコヒーレンス
の関係を評価した。その結果、以下の点が確認された。 

 ①２時期間での被覆変化が少ない工場-宅地などの

被覆では、強度画像の相関であるコヒーレンス値は大
きい値をした。 

 ②季節や年毎の気象によって生育状況の変わる耕作
地(田・畑)や芝地では、コヒーレンス値が小さい値で
あった。 

 ③今回の検討で対象とした樹林は経年的に手入れが
なされてきた被覆である。しかし、生育状況の違いと推
察される原因でコヒーレンス値は小さい値を示した。 



巨大災害を受けての 
     今後の研究活動の紹介  



最近の活動成果 

「国土マネジメント・国土防災の観点から
の衛星データ活用ガイドライン（2009年）」
の作成・展開 

 

InSAR技術の実利用化の検討と報告書
の作成→今後展開を図る 

 

新しい市場の開拓によるリモートセンシン
グの実利用の進展を目指した検討 
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東日本大震災後の研究会での議論 
－巨大災害を受けての研究会が果たすべき役割りの検討－ 

震災直後、リモートセンシングデータは誰
が、何のために使い、どのように役立った
のか？ 

復旧・復興でのリモートセンシングの活用
方法はどのようなものか、どうあるべき
か？ 

これまでの利用で見落としていることはな
いか？ 
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震災後の被災地での活用実態は？ 
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被災地 
周辺部 

影響部 外部 

通信(情報) 

通信(情報) 

画像データ 

画像データ 

地上(情報) 

本当に必要とするところに情報が届いていたのか？ 

被災地からの情報発信がほとんどできなかったのではないか？ 



今後の防災にリモートセンシングを 
活用するために必要なことは何か 

実務者による有効性の理解の促進 

従来の手法との相違点と共通点および
得られる効果のわかりやすい評価 

実務者が通常の業務の中で使うための
手順の明確化 

 



巨大災害時にリモートセンシングデータを 
より有効に活用するために検討すべき課題 

①救助：情報を必要とする人に必要とする
段階で確実に届ける方策 

 →情報の相互交換における空間情報の
活用方法の提案 

②防災・復旧・復興：実務において確実に使
われるための手順の明確化 

 →さまざまな防災関連業務における実務
的なデータ利用方法の整理・展開 
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今後の研究会の活動計画 
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防災活用版「ガイドライン」の作成 

災害時における空間情報提供とSNSの利活
用方策の検討・提案 

 

 

 一緒に研究してくれる方を広く募集します。 


