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はじめに
本ガイドラインは、地球観測衛星データ（以降、衛星データ）の災害時における利活用
に向けて、日本リモートセンシング学会の研究会に所属する国土防災リモートセンシング
研究会の活動によって取りまとめられたものである。
国土防災リモートセンシング研究会では、平成 21 年に「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」をとりまとめた。これは、国土管理、特に河川
管理に関わる業務に着目し、衛星データの実務利用の促進に向けて作成したガイドライン
である。これに対して、本ガイドラインは平常時の国土管理業務から災害時の利活用へと
視点を移し、衛星データの広域性や周期性といった特長を活かした利用方法についてとり
まとめたものである。
本ガイドラインの作成にあたって、国土防災リモートセンシング研究会では災害時活用
版ガイドライン作成ワーキンググループを組織し、議論を重ねてきた。具体的な災害事象
を取り上げ、衛星データの利用場面を想定し、また既往の研究・調査事例を参考にしなが
ら、ガイドラインとしてとりまとめた。本ガイドラインの発行により、衛星データの災害
時利用が進み、迅速かつ効果的な災害対応、早期の復旧・復興に寄与することを祈念する。
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会長
桑原 祐史

第1章
1.1

総説

総説
平成 23 年 3 月 11 日、14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震は、津波や揺れ、液状化によ
り東北から関東にかけて東日本一帯に甚大な人的・経済的被害をもたらした。また、同年 9 月には、
台風 12 号の上陸に伴う豪雨に起因して、紀伊半島や中国地方において、河川の氾濫や大規模土砂
災害が発生した。一方、国外に目を向けると、タイ国において同年 7 月以降 3 ヶ月以上の長期にわ
たって洪水被害が継続した。この長期洪水では、タイ国だけでなく、我が国も直接的・間接的に多
大な経済的被害を受けることとなった。さらに、平成 26 年 8 月の広島市土砂災害、同年 9 月の御
嶽山噴火、平成 27 年 9 月の鬼怒川の氾濫、平成 28 年 4 月の熊本地震と大規模な自然災害が発生し
ている。
これらの大規模災害においては、その被害が広範囲に及ぶとともに、復旧・復興までに長期間を
要する。したがって、発災直後の迅速な被害状況の把握、一定期間の定期的なモニタリングが必要
であり、この点で衛星データやリモートセンシング技術に求められる役割は大きい。
一方、最近では人工衛星に搭載されたセンサから得られる画像情報が身近なものとなり、従来の
光学衛星画像だけでなく、合成開口レーダ（SAR：Synthetic Aperture Radar）の利用も活発になって
いる。SAR は、雲や噴煙を透過し、昼夜を問わずに観測することができるという特徴を持ち、上述
したような自然災害における利活用が期待されている。平成 29 年 5 月には、国土交通省と JAXA
（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）との間で、衛星画像等の提供に関する協定が締結され
た。災害時における被害の迅速な把握のため、陸域観測技術衛星「だいち２号」
（ALOS-2）等の衛
星データを効果的に活用し、その成果を地方公共団体と共有することを目的としたものである。平
成 27 年 9 月関東・東北豪雨、口永良部島噴火、御嶽山噴火等の際には、ALOS-2 の緊急観測が実施
されており、これらの観測データは、
「だいち防災 WEB」を介して政府や自治体と共有する取り組
みが進められている。ALOS-2 に関しては、従前と比べて観測の頻度増加、観測要請の自由度の向
上、観測後の画像提供までの時間短縮といった機能向上により、災害時利用の可能性が高まってい
る 1)。
ここで注意していただきたいのは、本ガイドラインは衛星データの利便性や優位性を示すことを
目的としたものではなく、また既存の地理空間情報の活用やその他の手法を否定するものでもない
という点である。本ガイドラインは、以下に示すように、衛星データが有する特性に応じて、既存
の手法に対する代替または補間的な使用を示したものであり、その結果として生じる付加価値にも
一部言及している。決して衛星データが万能ということではなく、既存の手法とあわせて、各々が
持つ特性を十分に発揮できる場面で活用されるべきである。
①代替使用：既存の地理空間情報の要件に対して、衛星データの同等性が期待できる場合。
②補間使用：既存の地理空間情報の制約に対して、衛星データの補間性が期待できる場合。
③付加価値創出：衛星データの採用で、既存の地理空間情報の利用では得られなかった新たな情
報取得が期待できる場合。
本ガイドラインは、自然災害発生時における従来の災害対応を踏まえた上で、衛星データの活用
場面と利用方法を示すものである。本ガイドラインが、衛星データの理解と活用を促進し、迅速か
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つ効果的な災害対応の実現に向けて活用されることを期待する。
【参考文献】
1) 宇宙航空研究開発機構：だいち 2 号の防災対応の取り組み，<http://www.sapc.jaxa.jp/topics/2015/ALOS2_pdf/05_.pdf>
(2017.12.19)
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1.2

災害時活用版ガイドラインの構成
本ガイドラインは、図-1.2.1 に示すような構成で編集されている。第 1 章は、総説として本ガイ
ドラインの位置づけ・役割を述べている。第 2 章からは、具体の災害事象を取り上げ、被害状況の
把握、その後のモニタリングなど、衛星データの活用方法が詳述されている。

第 1 章：総説

対象とした災害事象と目的
洪水・津波等による浸水被害範囲
崩壊地の抽出および監視
火山による降灰範囲の推定
林野火災による延焼範囲の把握
海上事故による油流出被害
大規模地震に伴う地盤変動範囲と変位量

第 2 章：衛星データの活用方法
現状の手法と問題点の整理
衛星データを用いた手法の解説
使用する衛星データの条件等

図-1.2.1

本ガイドラインの章構成
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第 2 章 衛星データの活用方法
本章では、様々な災害とそれによって生じる被害の状況を想定するとともに、その被害状況に対
して考えられる衛星データの利用場面を取り上げる。現状、災害時に衛星データが活発に利用され
ているわけではなく、航空写真をはじめとする様々な地理空間情報が活用されている。本ガイドラ
インでは、これらの地理空間情報を補間あるいは代替するために衛星データを利用するメリットを
示すとともに、実際に衛星データを利用した事例を示し、具体的な作業手順等を解説する。
本章で対象に選んだ災害事象は以下の 6 つである。これらのうち、①～③及び⑥は風水害、地震、
火山等の自然災害によるものであり、近年頻発していることもあり、衛星データを利用した研究報
告も比較的多い。④及び⑤は、人為的な部分も含まれるが、防災基本計画や地方自治体の地域防災
計画において個別に計画が策定される事象であり、衛星データが広域的な状況把握に利用可能と考
えて取り上げた。
①

洪水・津波等による浸水被害範囲

②

崩壊地の抽出および監視

③

火山による降灰範囲の推定

④

林野火災による延焼範囲の把握

⑤

海上事故による油流出被害

⑥

大規模地震に伴う地盤変動範囲と変位量

それぞれの災害事象について、本章では 4 ページを使って解説する。各節において取り上げる災
害事象について、まず近年の被害状況や必要となる災害対応を述べる。この災害対応について、現
状の手法と問題点を整理し、衛星データの利用可能性を述べる。衛星データを用いた方法は、既往
研究成果や事例を参考にし、手法として比較的一般的と判断されるものを抽出して解説する。また、
使用する衛星データの条件や留意事項についても示している。
紙面の関係もあり、解析における詳細な衛星データの画像処理手法に関する解説までは至ってい
ない。それらについては、巻末資料の中で紹介する専門書を参照していただくか、専門家にご相談
いただきたい。
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2.1

洪水・津波等による浸水被害範囲

(1) 背景と目的
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による巨大津波は、北海道から関東の太平
洋側にかけて来襲し、甚大な被害をもたらした。仙台平野の比較的平坦な地域では、海岸から 5km
以上内陸まで浸入し、リアス式海岸が連続する三陸沿岸では、浸水範囲は広くはないものの、40m
を超える遡上高を記録した地域もあり、被害は湾の奥まった箇所に集中した。
タイ国では、平成 23 年 7 月以降 3 カ月以上の長期にわたって洪水被害が継続し、サプライチェ
ーンにおける東南アジア諸国への依存度が高まった我が国でも、多大な経済的被害を受けることと
なった。国内においても、気候変動に起因する集中豪雨や勢力の強い台風等により、内水被害や外
水氾濫による浸水被害が増加傾向にあることは周知の通りである。
このような、洪水・津波等の災害に対して、発災初期の段階で浸水被害範囲を精度良く把握する
ことは、被害の全容を掴むとともに、的確な避難や救護・救援等の応急対策活動に向けて極めて重
要である。また、発災からある一定の期間が経過してからも、浸水した地域の排水計画やごみ・瓦
礫・土砂量の推計等、復旧活動を進めていく上で必要不可欠な情報である。
(2) 現状の手法と問題点
(a) 航空写真
浸水範囲を把握する手法として、まず挙げられるのが航空写真であり、垂直写真と斜め写真の 2
種類がある。航空機撮影は比較的機動力に優れており、発災直後の情報収集に用いられることが多
く、被害の概略を早期に把握するという点では有効な手段である。ただし、浸水範囲が広域に及ん
だ場合は、その全容を把握するのに広範囲の撮影が必要になる。
(b) 現地調査
現地で直接確認して浸水状況を把握することは、調査員の危険もあり、また浸水区域では避難行
動や応急対策等の活動が進行中のため調査が難しい。したがって、水が引いた後にヒアリングや痕
跡調査によって、浸水範囲や浸水深を確定する調査が行われることが多い。ただし、浸水範囲が広
範囲に及ぶ場合は、調査に掛かる労力と精度が問題になる。
(c) その他
近年では、河川沿いに CCTV が設置され、洪水時の状況を映像で確認することができる。その他
にも、街中に様々な目的で監視カメラが設置されており、これらのカメラ映像は浸水被害の状況を
把握する際の貴重な補間情報として活用されることもある。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
東日本大震災における津波浸水被害やタイ国洪水被害のように被害が広範囲に及ぶ場合、衛星デ
ータは広域を同時に観測できるという点で有効である。また、浸水被害が長期化したときには、一
定の周期で観測する衛星データにより、浸水範囲の変化を時系列に把握することができる。
衛星データを用いて浸水範囲を把握する手法として、光学センサによる衛星画像から、湛水域と
非湛水域の色調の違いを識別して浸水範囲を把握するものがある 1)。しかし、内水被害や洪水氾濫
は降雨に起因するものであり、浸水区域の上空は雲に覆われている可能性が高い。したがって、光
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学センサの適用にあたっては制約を受けることになる。
天候に関わらず観測するためには、合成開口レーダ(SAR)の活用が有効である。SAR 画像を用い
た浸水域の抽出手法として、その後方散乱強度の変化に着目した手法がある 2)。一般に、水没した
領域では、照射されたマイクロ波が鏡面反射を起こし、後方散乱強度が非常に低い領域として示さ
れることがわかっている。これを利用して、該当する領域を浸水範囲として抽出するものである。
次項でこの手法を解説する。
(b) 解説
ここでは、浸水前後の SAR 画像の後方散乱強度を比較する手法と、浸水後の SAR 画像のみで浸
水域を抽出する手法を解説する。処理事例として、東北地方太平洋沖地震の津波による浸水被害を
用いる。また、ここでは C バンドの RADARSAT-2 で撮影したデータの処理事例について述べるが、
SAR 画像は X バンドの TerraSAR-X や COSMO-SkyMed、L バンドの ALOS-2/PALSAR-2 のデータも
ある。以降に述べる手法は汎用的であり、これらのデータにも適用可能であるが、バンドやセンサ
の違いによって、スペックルノイズ等のデータの特性や抽出精度が異なることに留意する必要があ
る。
【浸水前後の SAR 画像を用いる手法（複数画像による手法）
】
浸水前後の SAR 画像を用いる場合の処理フロ
浸水前
SAR 画像

ーを図-2.1.1 に示す。
(ア)後方散乱係数への変換

浸水後
SAR 画像

浸水前後の SAR 画像について、陸域から水域
へと変化した範囲の後方散乱係数が減少するこ

後方散乱係数への変換

とを利用する。浸水前後の SAR 画像から後方散
乱強度を求めるが、このとき浸水現象以外の後方

マスク処理(海域等)

散乱強度への影響要因を同一にするため、分解能、
撮影方向、入射角度等の撮像条件を揃えることが

浸水前後の差分値取得

望ましい。後方散乱係数への変換方法は、衛星の
種類によって異なるため、個別に確認する必要が

浸水域の閾値設定

ある。
(イ)マスク処理

閾値による浸水域の抽出

あらかじめ水域と判明している海域・湖沼とい
った範囲や山岳部等の処理対象外の領域をマス

図-2.1.1

複数画像による浸水域の抽出フロー

ク処理しておく。
(ウ)浸水前後の差分値取得
変換した後方散乱係数について、浸水前と浸水後との差分値を求める。
(エ)浸水域の閾値設定
既知の浸水域において、後方散乱係数の差分値（減少量）を取得し、これを参考に浸水域を抽出
するための閾値を決定する。このとき、複数地点の値を用いて、適切な閾値を設定する必要がある。
(オ)閾値による浸水域の抽出
設定した閾値を用いて浸水域を抽出する。図-2.1.2 に抽出結果を示す。赤線の領域は、航空写真
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を用いて目視判読により抽出された浸水域であり、右側の図の桃色の画素は SAR 画像を用いて抽
出した浸水域の画素である。同じく右側の図の橙色の画素は、SAR 画像を用いて浸水域を抽出でき
なかった画素であり、主に工場が分布している場所である。工場の屋根は滑らかな場合が多く、非
浸水域の画像においても散乱が小さいため、誤差の要因となっている。

(a)2 時期のデータをカラー合成した画像
図-2.1.2

(b)浸水域の抽出結果

浸水前後の 2 時期の画像を用いた浸水域の抽出結果 3)

（衛星：RADARSAT-2、浸水時のデータ：2011/3/12 撮影、非浸水時のデータ：2011/5/23 撮影）

【浸水後の SAR 画像のみを用いる手法（単画像による手法）
】
浸水後の SAR 画像を用いる場合の処理フロー

SAR
画像

を図-2.1.3 に示す。
(ア)後方散乱係数への変換
浸水後の SAR 画像から後方散乱係数を求める。

後方散乱係数への変換

(イ)マスク処理
あらかじめ水域と判明している海域・湖沼とい

マスク処理(海域等)

った範囲をマスク処理しておく。
(ウ)浸水域の閾値設定

浸水域の閾値設定

既知の浸水域の後方散乱係数を取得し、この値
を基に浸水域を抽出するための閾値を決定する。

閾値による浸水域の抽出

また、非浸水域の様々な土地被覆状態の後方散乱
係数も取得し、水面以外の土地被覆別の特徴を把

図-2.1.3

単画像による浸水域の抽出フロー

握しておくことも、閾値設定において重要である。
閾値を適切に設定するためには、浸水域から非浸水域の間の後方散乱係数のプロファイルを作成し、
これを参考にして閾値を決定することが有効である。
(エ)閾値による浸水域の抽出
設定した閾値を用いて浸水域を抽出する。図-2.1.4 に抽出結果を示す。赤線の領域は、航空写真
を用いて目視判読により抽出された浸水域であり、左側の図のグレースケール画像では、赤線の内
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側にも散乱の値が高い画素があるが、これは主に市街地や工場が分布している範囲である。浸水域
の抽出結果を示す右側の図では、淡青色が抽出した浸水域、橙色の画素は SAR 画像を用いて浸水
域を抽出できなかった画素であり、主に工場や樹木が分布している。また、右側の図の緑色の画素
は、非浸水域を浸水域と誤って判別した画素であり、山間部のレーダーシャドウを誤抽出している。
この誤抽出は、レーダーシャドウの領域や山間部をマスク処理することで軽減できる。

(a)グレースケール画像
図-2.1.4

(b)浸水域の抽出結果

浸水後の単時期の画像を用いた浸水域の抽出結果

3)（衛星：RADARSAT-2、2011/3/12

撮影）

(c) 使用する衛星データの条件
浸水前後の SAR 画像を用いる手法（複数画像による手法）の場合には、分解能、撮影方向、入
射角度等の撮像条件を揃える必要がある。
(d) その他
【スペックルノイズの除去】
SAR 画像には、スペックルノイズというゴマ塩状のランダムな濃度のゆらぎが生じており、一般
的にはマルチルック処理や平滑化処理によって、ノイズを除去する必要がある。
【平滑部の除外処理】
アスファルトやグラウンド、工場の屋根等の平滑部では、水面と同じような反射特性を示し、誤
抽出の要因となりやすい 4)。そのため、土地利用情報を利用して、処理の対象外にしておく必要が
ある。
【参考文献】
1) 中澤明寛，山田貴之，三谷琢司，沼田洋一：高解像度衛星による津波被害状況の早期把握と解析，写真測量とリモ
ートセンシング，Vol.50/No.3，pp.128-129，2011.
2) 飯田洋，渡辺信之，佐藤潤，小荒井衛：高分解能 SAR を利用した災害状況把握，国土地理院時報，No.99，pp.49-56，
2002.
3) 伊東明彦，米勢嘉智，藤原直樹，荒木千博，矢神卓也：衛星データを利用した大規模氾濫地域の抽出，
（一社）リ
モートセンシング学会第 57 回学術講演会論文集，pp. 103-104，2014.
4) 吉川和男，柴山卓史，三五大輔，岡島裕樹：高分解能 X バンド SAR 衛星による東日本大震災大津波の湛水域モニ
タリング，写真測量とリモートセンシング，Vol.50/No.4，pp.227-235，2011.
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2.2

崩壊地の抽出および監視

(1) 背景と目的
平成 23 年の台風 12 号に伴う豪雨により、奈良・和歌山両県を中心に深層崩壊等の大規模な土砂
災害が多数発生し、甚大な被害が発生するとともに河道閉塞による天然ダムが出現し、耳目を集め
ることとなった。深層崩壊については、国土交通省と土木研究所により「深層崩壊推定頻度マップ
(2010)」1)や「深層崩壊跡地密度マップ(2012)」2)、
「単偏波の高分解能 SAR 画像による河道閉塞箇所
判読調査手法(案)(2015)」3)などが公表されており、災害発生の予兆把握から、土砂災害の発生に備
えた監視体制の整備、そして、災害直後に被災位置や範囲を特定するための緊急調査、さらには、
災害発生後の土砂移動状況の把握などが実施されている。
平成 26 年 8 月の豪雨では、広島市北部の住宅地を大規模な土石流が襲い、多くの人命が失われ
るなどの被害が発生した。また、平成 28 年 4 月、熊本県阿蘇地方を M6.5 と M7.3 の地震が襲い、
人的な被害とともに大規模な複数の土砂災害が発生したことは記憶に新しい。このように我が国は、
豪雨や地震を要因とする土砂災害が毎年いたるところで発生しており、土砂災害防止法に基づく危
険箇所の調査や監視が強力に進められている。
本節では、土砂災害のうち「崩壊地の抽出と監視」までをガイドラインの範囲とし、災害時にお
ける衛星データの活用方法について、以下に解説する。
(2) 現状の手法と問題点
(a) 航空写真
崩壊地の範囲を把握する手法として、航空機から撮影した航空写真が挙げられる。天候の問題を
除けば、被害の概略を早期に把握するという点では有効な手段である。近年では、UAV（無人航空
機：固定翼、回転翼）の災害調査における活用が増えてきている。バッテリによる駆動と地上から
のリモートコントロールといった特徴から、飛行に際しての困難さが解消されたことが一因とされ
ている。航空機より低空で飛行できることから、崩壊地に近接した迫力のある写真が撮影できる。
機種によっては 1 フライトが 10 数分と短い場合があり、
撮影範囲が狭くなるといった欠点もある。
(b) 航空レーザ測量
航空レーザ測量とは、航空機に搭載したレーザスキャナから地上にレーザ光を照射し、地上から
反射するレーザ光との時間差より得られる地上までの距離と、GNSS 測量機や IMU(慣性計測装置)
から得られる航空機の位置情報より、地上の標高や地形の形状を計測するものである。国土地理院
が実施する業務では、レーザ計測点の高さは 1cm 単位で記録され、高さの精度は±15cm 程度、水
平方向の位置精度は概ね 1m 程度となる。
航空レーザ測量のレーザ光は、地面ばかりでなく、建物や樹木の上で反射して戻ってくる。この
ため、航空レーザ測量で直接得られる高さのデータは建物や樹木の高さを含んでいることに注意を
要する。このような高さのデータをグリッド化した地表モデルを数値表層モデル（DSM：Digital
Surface Model）という。これに対して、建物や樹木の高さを取り除いて地表面だけの高さのデータ
をグリッド化した地表モデルを数値標高モデル（DEM：Digital Elevation Model）と称する。この
DEM の経年変化を把握することで、崩壊地を抽出することができる。
航空写真と同様、航空機での作業となるため機動性に富んでいるが、DEM データを作成するた
めの作業に労力を要する場合があるので注意を要する。
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(c) 現地調査
現地の被災現場に直接立ち入って崩壊状況を把握することは、大きな危険を伴う。崩壊地周辺の
建物の被災状況、斜面崩壊の形態や土石流の堆積状況を観察するとともに、聞き取り調査を行うこ
とが主な調査内容となる。地上からの調査となるので、崩壊地そのものの位置を正確に把握するこ
とは難しい。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
地震や豪雨などを起因とした広域の土砂災害は全容の把握に時間がかかる一方で，被災状況に応
じた対策立案のために迅速に被災情報を収集することが求められる。そこで、国土交通省では、
「セ
「国際災害チャータ 5) ：正式名称：自然または人為的災害時における宇宙設備
ンチネルアジア 4)」、
の調和された利用を達成するための協力に関する憲章」
という 2 つの国際的な協力の枠組みの中で、
他国衛星の画像や民間商用衛星による衛星画像を利用して土砂災害監視を続けている。
このように、衛星画像を用いて土砂災害（崩壊地）を判読、抽出する事例には、光学衛星画像や
SAR 画像をそのまま判読する事例、画像処理を施して土砂災害（崩壊地）を抽出する事例、干渉
SAR 解析等土砂の移動を計測する事例等がある。具体的には、光学衛星画像では、観測波長帯間の
演算から崩壊地（裸地等）を画像分類手法や植生指標を用いて抽出する方法が挙げられる。SAR 画
像では、後方散乱係数やコヒーレンスの数値の分析から崩壊地表面が示す特徴量を把握し、崩壊地
を抽出する方法がある。また、複数時期のデータを用いる差分干渉 SAR によっても崩壊地を判読
することができる。
(b) 解説
ここでは、複数時期の高解像度光学衛星画像をもとに、ステレオ画像解析により時系列的に DEM
を作成し、崩壊前後及びその後の土砂流出による地形変化を把握した事例を示す。図-2.2.1 にフロ
ーを示す。
(ア)幾何学モデルの作成と画像マッチング

光学画像
(時系列)

ステレオペア衛星画像を選定し入手する。画像
の各画素の視線方向を表した幾何学モデルを作
成し、これに基づきステレオ対象画像の各画素位

幾何学モデルの作成と画像マッチング

置を画像マッチング処理により照合する。
(イ) 3 次元座標の生成と DSM 作成

3 次元座標の生成と DSM 作成

対応付けた 2 つの画素位置から視線方向の交
点を推定して 3 次元座標を生成する。その結果を

基準点補正と樹高補正(DSM→DEM へ)

一定のグリッド間隔に再構成した DSM（Digital
Surface Model）を作成する。

崩壊前後の地形変化量の推定

(ウ)基準点補正と樹高補正
地上基準点を用いて、主に衛星の位置や姿勢に
起因する DSM の水平・鉛直誤差を補正する。樹

崩壊直後の想定地山を対象とした
DEM の作成

林地域において地盤高を求める場合には、樹高補
正を行い、DEM（Digital Elevation Model）を作成
する。

崩壊後の経年変化の把握(侵食量)
図-2.2.1
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DEM を用いた地形変化抽出フロー

(エ)崩壊前後の地形変化量の推定
時系列的な変化を把握する場合には、上記の(ア)～(ウ)を繰り返す。より正確に位置合わせされた
2 時期の DEM の比較により、侵食量や崩壊深、堆積量や堆積深を求めることができる。
(オ)崩壊直後の想定地山を対象とした DEM の作成
崩壊時に崩壊してすぐ崩積土に埋もれたエリアについては、現地ボーリング調査結果等が無い限
り、正確に崩壊後地山の表面を推定することは困難である。よって、崩壊前後の DEM を比較し、
各メッシュでより低い標高値を、崩壊直後の地山と想定して DEM を作成する。
(カ)崩壊後の経年変化の把握
崩壊後については、(エ)に示すような手法で、
基準とする DEM と当該調査の DEM との対比から、
定期的に侵食量を求めることもできる。

図-2.2.2

光学衛星画像より作成した DEM から抽出した崩壊地 6)

(c) 使用する衛星データの条件
計算される DEM の精度は、幾何学モデルの精度と画像間位置合わせ精度、画像解像度と視差角
度に基づく、幾何学条件の精度の 3 要素に依存する。
参考文献 5)によれば、SPOT-5（地上分解能 2.5m）の 5m メッシュで相対標高誤差は 3m、QuickBird
（地上分解能 0.6m）の 2m メッシュで相対標高誤差は 2m、IKONOS（地上分解能 1.0m）の 2m メ
ッシュで相対標高誤差は 2m としている。このように、崩壊地抽出に必要な DEM 精度から利用す
る衛星画像を選定する必要がある。
(d) その他：光学衛星と SAR 衛星の使い分け
昼夜天候を問わず取得できる SAR 画像は有用であるが、その処理は高難度であるため汎用化が
進まず、処理に時間を要する場合がある。一方、光学衛星による画像は多くの汎用処理ソフトウェ
アが存在しているので、多少の訓練を行うことで災害対応をする職員にでも手軽に被災状況を示す
画像を閲覧することができる。すなわち、災害現場においての衛星画像のデリバリータイムの観点
では、光学衛星が優位であると言える。
「崩壊地の抽出と監視」を対象とした場合の光学衛星と SAR 衛星の利用メリットとデメリット
を表-2.2.1 に整理した。
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表-2.2.1 「崩壊地の抽出と監視」を対象とした場合の衛星利用のメリット・デメリット

利点

メリット

光学衛星

SAR 衛星

広域を短時間に見落としなく調査可能

広域を短時間に見落としなく調査可能

肉眼ではわかりにくい情報を抽出（近赤

昼夜、天候に依存せずに調査可能

外画像）

肉眼ではわかりにくい情報を抽出

繰返し観測が比較的低コスト

繰返し観測が比較的低コスト

多くの汎用処理ソフトウェアが存在

限界

デメリット

観測範囲と地上分解能はトレードオフの

いつも観測に適した位置に飛来しない

関係

高度な解析を伴うことが多い

雲と雲影の影響を大きく受ける

データ処理は高難度

いつも観測に適した位置に飛来しない

モノクロ画像による視認性が低い

高頻度解析を前提とした場合、衛星画像

高頻度解析を前提とした場合、衛星画像

が高コストである

が高コストである
（上記は、地形によるところが大きい）

(4) 利活用のイメージ
光学衛星画像から求めた NDVI（Normalized Difference Vegetation Index：正規化植生指標）を時系
列的に比較することで、崩壊地内の植生回復状況を把握することも可能である。2.4 節の「林野火
災による延焼範囲の把握」において、植生回復状況の把握方法を詳述しているので参照されたい。
また近年、光学衛星画像を分類して得た土地被覆データと SAR 画像からのコヒーレンスデータ
の組み合わせから、より正確な土地被覆状況を抽出する研究が進んでいる 7)。この手法により植生
の回復状況を追跡できる可能性がある。
【参考文献】
1) 国土交通省：深層崩壊に関する全国マップについて，<http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000252.html>
(2016.8.15)
2) 国 土 交 通 省 ： 深 層 崩 壊 に 関 す る 渓 流 （ 小 流 域 ） レ ベ ル の 調 査 に つ い て ，
<http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000552.html> (2016.8.15)
3) 水野正樹，神山嬢子，江川真史，佐藤匠，蒲原潤一，林真一郎：単偏波の高分解能 SAR 画像による河道閉塞箇所
判読調査手法(案)，国土技術政策総合研究所資料，第 760 号，2013.
4) センチネルアジア：<https://www.aprsaf.org/jp/initiatives/sentinel_asia/> (2017.2.28)
5) 国際災害チャータ(International Charter “Space and Major Disaster)：<http://www.disasterscharter.org/> (2017.2.28)
6) 水野正樹，江川真史，清水孝一，筒井健：光学衛星画像による大規模崩壊の土砂移動状況の経年把握，土木技術資
料，Vol.55，No.12，pp.38-41，2013.
7) 国土防災リモートセンシング研究会：日本リモートセンシング学会誌、Vol.33、No.5、pp.394-396、2013.
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2.3

火山による降灰範囲の推定

(1) 背景と目的
2011 年 1 月から 2 月にかけて発生した霧島山（新燃岳）の噴火では、噴火に伴う降灰が鹿児島県
霧島市や宮崎県都城市等火口の南東側を中心に広い範囲で観測された。この噴火によって家屋・自
動車等の破損被害に加え、露地野菜の収穫不能や収量・品質の低下といった問題が生じた。また、
2014 年 9 月には御嶽山が噴火し、戦後最悪の人的被害が発生した。
噴火によって火山灰が山腹斜面等に堆積すると、地表の浸透能が低下し、表面流が発生しやすく
なる。さらに、この表面流と堆積した火山灰によって侵食環境が大きく変化し、土石流が発生しや
すくなる 1)。そのため、火山が噴火した場合には、土砂災害防止対策基本指針 2)に基づき、降灰等
の堆積や地形状況、周辺の降雨状況及び土石流の発生状況等から、土石流による被害が想定される
区域・時期を早期に特定する必要がある。
火山噴火に伴う降灰の影響は、道路の通行不能といった交通被害、電力・上下水道施設等のライ
フラインへの影響、農作物の生育被害や農地被害等多岐にわたる。そして、このような被害につい
て適切に対処していく上では、降灰範囲を精度良く推定することが必要となる。
(2) 現状の手法と問題点
一般的に、降灰範囲は現地調査により計測されることが多い。降灰量を計測する容器を定点に設
置して、網羅的かつ定期的に降灰深や降灰量を計測することで等層厚線図が作成される。しかし、
降灰範囲は非常に広域に及ぶことが多いため、降灰範囲を厳密に特定しようとすれば、多大な労力
と時間を要することになる。また、現地は土石流発生の危険性が高く、降雨が予想される場合は調
査を進めることが難しい。さらに、火山活動の状況によっては、火口に近付くほど調査が困難にな
る等、降灰量のデータが十分に得られない状況が想定される。
国土交通省では、地上からの現地調査の他、霧島山や御嶽山の噴火の際には、被害の概略を把握
するため、防災ヘリにより上空からの目視確認を行っている。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
霧島山の噴火のように降灰範囲が広域に及ぶ場合、現地調査のみでは被害範囲を正確に特定する
ことは難しく、広域を同時に観測できる衛星データの有用性は高い。また、衛星データの特性を活
かして周期的に観測することで、時系列的な変化を把握することもできる。
衛星データを用いて火山の降灰範囲を把握した事例には、光学センサを利用したものが多い 3）～6）。
降灰前の植生や土壌といった土地被覆のスペクトルと火山灰のスペクトルが異なるため、降灰前後
のデータを利用すれば降灰範囲を特定できる可能性がある。しかしながら、浦井 5）は火山灰のスペ
クトル計測の結果から、火山灰の粒度や含水量によってもスペクトルが異なることを報告しており、
そのため衛星データだけで降灰範囲や火山灰堆積厚を把握することは難しく、現地の計測データも
活用しながら特定していく必要がある。
降灰前後の光学衛星画像を用いた比較的簡易な手法として、2 時期の画像の輝度値の差分（輝度
差分解析）と現地調査から得られた火山灰堆積厚との関係から、降灰範囲を特定する手法が挙げら
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れる 6）。2011 年の霧島山噴火を対象として、火山灰堆積厚 1cm 以上の範囲が推定されている。次項
では、この手法を解説する。
(b) 解説
降灰範囲を特定するために、降灰前後の 2 時期の衛星画像を利用し、輝度値の差分を取得する（輝
度差分解析）。ここで、植生状態の季節変化の影響を最小限にするため、可能な限り同じ季節の衛
星画像を利用することが望ましい。また、用いる衛星画像について、衛星の運用期間等の問題から、
同じ衛星の画像が準備できない可能性がある。その場合は、できる限り同じ分解能と波長のセンサ
で撮影した画像を準備する。
降灰前後の輝度差分解析による降灰範囲特定のフローを図-2.3.1 に示す。
(ア)オルソ処理
標高データによる衛星画像の歪み補正を行うと
ともに、地図データを基に正射投影を行う。これに

降灰前
光学画像

降灰後
光学画像

より、異なる衛星画像の重ね合わせ、比較ができる
ようにする。
オルソ処理

(イ)輝度値変換
オ ル ソ 処 理 を 施 し た 衛 星 画 像 に 対 し て 、 DN

輝度値変換

（Digital Number）から分光放射輝度に変換する。
DN から輝度値に変換する式は、センサによって異

輝度補正

なるので注意する。
(ウ)輝度補正
観測日の違いにより生じる大気の影響や、衛星

降灰前後の差分値計算

及びセンサの違いにより生じる影響を軽減するた
め、輝度の補正を行う。まず、季節変化に伴う土地

現地調査を利用した分布域推定

被覆状態の変化や経年変化が少ないと考えられる
地点（市街地、裸地等）を選定し、その画素の輝度

図-2.3.1

降灰範囲の特定フロー

値を噴火前後で各々20 点程度取得する。その後、
噴火前を基準として噴火後の輝度値を補正するため、取得した 20 点程度の値を利用して、下式の
ような線形回帰により補正処理する。

yi

ai bi xi
yi ：バンド i の輝度補正値
ai ：バンド i の切片
bi ：バンド i の係数
xi ：バンド i の輝度値

(エ)降灰前後の差分値計算
降灰範囲の特定に適した波長は、火山灰の組成・粒子・含水量によって異なる可能性があるため、
複数の波長について降灰前後の輝度値の差分を求める。図-2.3.2 と図-2.3.3 には、青の波長を利用し
て降灰前後の差分値を計算した事例を示す。画像中赤色で表示されている箇所は、降灰前に対して
降灰後に輝度値が増加した範囲であり、降灰範囲である可能性が高い。ただし、輝度値の変化は、
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植生等の様々な土地被覆変化も抽出していることも考えられる。
また、図-2.3.3 に示した事例から、分解能 1km 程度の Terra/MODIS でも概ね降灰範囲を推定でき
ており、観測幅の広さを活かして、広域の降灰範囲を推定することも可能と考えられる。
(オ)現地調査を利用した分布域推定
(エ)の計算結果と堆積厚の測定結果を比較し、最も相関が高い波長を選定する。上野山らの研究
6)

では、青の波長が最も相関が高いとしているが、火山灰の組成・粒子・含水量によって異なるこ

とも考えられるため、その都度選定する方がよい。波長の選定後、(エ)の値と現地調査による火山
灰の堆積厚の測定結果から、(エ)の値から火山灰の堆積厚を推定する式を求め、堆積厚が 1cm 以上
の範囲を特定する。
(c) 使用する衛星データの条件
衛星データは、光学センサを用いる。また、輝度差分解析は、地表面の状況に左右されることか
ら、降灰前後の衛星データの観測時期（季節）が同じであることが望ましい。利用する波長は、
火山灰の組成・粒子・含水量によって適した波長が異なる可能性があることから、現地調査結果
と比較し、最も適切な波長を選択する必要がある。
また、火山の降灰範囲は、広域にわたる可能性があることから、降灰規模に応じた衛星画像を選
定する。
(d) その他
輝度差分解析では、地表面の土地被覆変化が生じた箇所も抽出してしまうので注意が必要である。
また、火山の降灰範囲の特定は、堆積厚が 1cm 程度あれば特定できる可能性があるが、堆積厚が
これより小さい場合は降灰範囲として抽出することが難しい。
(4) 利活用のイメージ
ここでは、衛星画像を用いて降灰範囲を推定する方法を示したが、これに堆積厚の現地計測結果
から推定した堆積厚分布を組み合わせれば、降灰量を推定することも可能である。
降灰範囲や堆積厚分布、降灰量の総量を効率的に把握できれば、被害量の推定や復旧事業の計画
立案へとつなげることができる。
【参考文献】
1) 地頭薗隆，下川悦郎：火山灰に覆われた桜島山腹斜面における表面流出，砂防学会誌（新砂防）
，Vol.42，No.3，pp.18-23，
1989.
2) 国土交通省：土砂災害防止対策基本指針，2015.
3) 幾志新吉：ランドサット・データによる 1983 年三宅島噴火噴出物の分布域の検出，国立防災科学技術センター研
究速報，第 51 号，pp.19-27，1984.
4) 中川和男，山越隆雄，笹原克夫，竹内正信，長原 融：衛星リモートセンシングによる火山灰堆積厚把握手法につ
いて，土木学会第 60 回年次学術講演会，第 60 巻，03 号，pp.383-384，2005.
5) 浦井稔：ASTER による有珠火山 2000 年噴火に伴う降灰域の観測，
地質調査研究報告，
第 52 号，
第 4/5 号，
pp.189-197，
2001.
6) 林真一郎，水野正樹，佐藤匠，麻生紀子，海野順子，古田竜一，藤原直樹，上野山直樹，伊東明彦：衛星リモート
センシングデータを用いた火山噴火降灰範囲推定手法の検討，土木学会第 67 回年次学術講演会 講演概要集，第 67
巻，Ⅳ-047 号，pp. 93-94，2012.
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図-2.3.2

降灰範囲を特定した事例（その 1）

(b)降灰前の衛星画像に ALOS/AVNIR-2、
降灰後の衛星画像に THEOS を利用した事例

(a)降灰前後の画像に ALOS/AVNIR-2 を利用した事例

図-2.3.3 降灰範囲を特定した事例
（その 2、降灰前後の画像に Terra/MODIS を利用した事例）

2.4

林野火災による延焼範囲の把握

(1) 背景と目的
現在、世界全体の森林面積の 65%を有する 118 ヵ国で、毎年 1980 万 ha（全体の 0.7%）の森林が
火災によって焼失しており（2003－2007 年平均）
、特に米国、カナダ、オーストラリア、インド、
チャドでは年間平均の焼失面積が 100ha を超えている 1)。一方、国内に目を向けると、平成 25 年の
林野火災の出火件数は 2,020 件（前年比 842 件（71.5％）増加）、焼損面積は 971ha（前年比 599ha
（161.1％）増加）、損害額は 2 億 3,262 万円（前年比べ 4,233 万円（22.2％）増加）、林野火災による
死者数は 20 人（前年比 11 人（122.2％）増加）となっている 2)。
林野火災によって、森林の水源涵養、土砂流出の防止といった機能の他、野生生物の生息場とし
ての機能も焼失する。そのため、広範囲に及ぶ延焼範囲を把握することは、森林消失による周辺環
境への影響の把握や将来予測の観点から重要である。また、経済被害を推定する際の基礎データと
しても必要になる。
(2) 現状の手法と問題点
林野火災において、初期の情報収集では、その困難性が問題点として指摘されている。
延焼範囲を把握しようとする場合、ヘリコプター等により空中から直接視認する方法が最初に考
えられる。しかし、消火後であれば可能であるが、延焼継続中の場合は危険が伴う場合もある。
GPS を携帯して現地を踏査し、延焼範囲を特定する場合もある。当然ながら、これは完全に消火
された後に行われるものであり危険は少ない。しかし、調査には時間と労力を要し、それは延焼範
囲の大きさに比例することになる。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
小～中規模の延焼範囲の把握とその図化については、空中写真と現地調査による調査の方が有利
である。しかし、数 km×数 km に及ぶような比較的広域で、かつ調査に危険が伴う火災初期の場合
には衛星データを用いた方が有利な場合が多い。衛星データを用いることで、その範囲を同時に把
握することが可能であり、また延焼範囲の植生の回復状況を定期的に観測する手段としても有効で
ある。
衛星データを用いた延焼範囲の把握には、いくつかの手法が提案されているが、延焼による土地
被覆の状態変化に着目した手法、植生の変化に着目した手法が代表的である。前者は、教師付き分
類により延焼範囲を取り出すもので、後者は植生判読に使用される NDVI（Normalized Difference
Vegetation Index：正規化植生指標）を用いて延焼範囲を抽出するものである。
(b) 解説
ここでは、土地被覆分類の結果から延焼範囲を特定する手法を解説する。延焼範囲内の土地被覆
は、周辺の土地被覆（森林、宅地等）と比較して、地物が焼損した炭化物が分布する特異な被覆に
なっている。このため、土地被覆分類図を作成する際に用いられる教師付き分類（最尤法）を用い
ることで、比較的容易に延焼範囲を特定することができる。分類処理後にポリゴン化された延焼範
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囲のデータは、様々な地形図や画像上にオーバーレイすることにより、調査の予察図や延焼範囲図
を作成することができる。
土地被覆分類による延焼範囲特定のフローを図-2.4.1 に示す。
(ア)フォールスカラー画像を作成
主として森林を対象とするため、可視～近赤外

火災後
光学画像

域の波長帯のデータを用いる。これらのデータを
フォールスカラー表示して、おおよその延焼範囲
を把握する。
なお、図-2.4.2 に示すフォールスカラー画像のよ
うに、目視判読でもある程度延焼範囲を特定する
ことができる。

フォールスカラー画像の作成

教師付き分類(最尤法)

(イ)教師付き分類（最尤法）
フォールスカラー画像から、トレーニングエリ

土地被覆
分類図

アを選定する。トレーニングエリアにおいて、延
焼範囲とそれ以外の特徴的な土地被覆を把握し、
各々の特徴量を教師データとして分類処理を行
う。延焼範囲については、フォールスカラー画像
を参考に火災により樹木の炭化度合が高いと考え

棄却・選定と接合処理による
延焼範囲の特定
図-2.4.1

延焼範囲の特定フロー

られる範囲を選択する（図-2.4.3 参照）。
(ウ)棄却・選定と接合処理による延焼範囲の特定
教師付き分類の結果について、延焼範囲としては小さすぎる孤立領域を除去し、また分類後の類
似性の高い領域の接合をすることで延焼範囲を特定する。ここでは、教師付き分類の手法として最
尤法を用いて分類した後、棄却・選定と接合処理を行った結果を図-2.4.4 に示す。延焼範囲の特定

図-2.4.2

フォールスカラー画像

延焼範囲
延焼
範囲
樹林
樹林
都市内緑地
耕作地
市街地
市街地
海域
海域

延焼範囲

図-2.4.3

トレーニングエリア画像

図-2.4.4

土地被覆分類図（棄却・選定と接合処理）
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ができれば、その画素数から被害面積を求めることもできる。
(c) 使用する衛星データの条件
衛星データは、光学センサを用いる。森林の火災を対象とするため、近赤外のデータを含む必要
がある。必要とする空間分解能は延焼範囲の大きさにもよるが、広域を対象とするのであれば 10
～20m の中分解能で十分である。なお、消火からの経過時間は短いほどよい。
(4) 利活用のイメージ
前述したように、NDVI を用いて延焼範囲を把握す
ることが可能であり、この手法を用いて延焼範囲にお
ける植生の回復状況を把握することもできる。まず、
NDVI は下式により求められる 3)。

NDVI

IR
IR

R
R

ここで IR は衛星データの近赤外、 R は可視域赤のデ
ータである。NDVI は-1～1 の値をとり、一般に NDVI
の値が 1 に近づくほど植生の活性具合が高いことを
示す。この式を用いて、延焼範囲における NDVI の平

NDVI
高：1

均値を算出し、その変化から植生回復の状況を定量的
に把握することができる（図-2.4.5）
。

低：-1

また、図-2.4.2～2.4.5 に示した延焼範囲における
NDVI の経年変化を図-2.4.6 に示す。NDVI の値は、火
災発生（1991 年）から 5 年程度（1996 年）で発生前

図-2.4.5

NDVI 画像

（1990 年）の 50%程度まで回復している。図中の線は，NDVI の各年度の値の近似曲線である。図
より，概ね右上がりの傾向を示していることがわかる。このことから，当該領域の植生は徐々に回
復し、林野火災発生から 25 年が経とうとする 2015 年には火災発生以前と同水準まで回復している
ことが推定できる。

図-2.4.6

NDVI の経年変化
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写真-2.4.1 に林野火災が発生した山林の様子を示す。実際に、対象とした領域では下草や低木類
の繁茂が進んだことが報告されており 4)，種名までは言及できないものの、延焼範囲の植生回復状
況を把握できたことが確認されている。

(a)発生直後

(b)発生から約 4 年後
写真-2.4.1

林野火災発生直後とその後の山林の様子

【参考文献】
1)
2)
3)
4)

公益社団法人国際農林業協働協会：世界の農林水産 Summer 2011，通巻 823 号，2011.
総務省消防庁：平成 26 年版消防白書，2014.
（財）資源・環境観測解析センター：新編リモートセンシング用語辞典，1998.
桑原祐史，志摩邦雄，野北舜介，三村信男：日立市の森林環境の監視における衛星リモートセンシングデータの適
用例，第 9 回環境情報科学論文集，pp.79-84，1995.
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2.5

海上事故による油流出被害

(1) 背景と目的
1997 年 1 月 2 日、日本海島根県隠岐島沖でナホトカ号油流出事故が発生した。事故後の 1 月 7 日
には、流された大量の重油が福井県坂井郡三国町（現・坂井市三国町）安島の越前加賀海岸国定公
園に漂着し、これを皮切りに島根県から石川県にかけて広範囲に重油が漂着した。この他にも、様々
な船籍のタンカーによる油流出事故が各地で発生している。そして、その影響は油類による直接的
な海洋汚染のみならず、漂着する海岸域における植生や土壌の汚染被害、流出範囲に生息する動物
への影響、漁業等への経済被害など極めて甚大であり、また広範囲に及ぶことが特徴である。
オイルフェンスの設置等油流出事故の対応にあたっては、初動の重要性が度々指摘される。また、
流出規模が大きくなるほど、油回収等の措置には長期間を要する。衛星データは油流出の範囲を効
率的に計測し、面的な広がりを把握するのに有効なツールであり、定期的なモニタリングにも適し
ている。さらに、海流や風向・風速のデータと合わせて解析することによって、漂着範囲の予測に
も活用することができる。
(2) 現状の手法と問題点
(a) 船舶及び航空機による調査
沿岸域に石油コンビナート等を有する地方自治体では、地域防災計画の中で油流出事故等の海上
災害への対策を定めている。地域防災計画では、流出範囲を把握する方法として、船舶及び航空機
（ヘリコプター）による目視・撮影等が示されている。
油類の流出を伴うタンカー等の海上事故では火災の危険があるため、事故発生時の応急対策にお
いては二次災害の防止が重要な課題となる。この点で、船舶による調査には自ずと限界があり、ま
た航空機による上空からの調査についても、高度や進入範囲等ある程度の制約を受けることが予想
される。
なお、中央防災会議が作成する防災基本計画（海上災害対策編）1)では、
「必要に応じ、画像情報
の利用による被害規模の把握を行う」とされている。
(b) 海岸における現地調査・報告
海岸部では、漂着する油塊等について現地確認を行うことになるが、実際には漁業者や地域住民、
ボランティアからの報告による部分が大きいと想定される。いずれにせよ、地域による情報の密度
のばらつき、マンパワーへの依存といった問題を含んでいる。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
衛星データを利用した油汚染領域の特定は、広い範囲を同時に観測ができるとともに、様々な波
長でのセンシングにより、油汚染領域を抽出することが可能となる。さらに、周期的に観測される
衛星データを使用することで、時系列的な変化が把握できる。
油層は、日射に対する吸収率が高いことや、レーダによる計測では、散乱を弱めるといった特性
がある。そこで、このレーダ計測の特徴を活かし、油汚染領域の範囲を特定することができる。レ
ーダで撮影した画像（以降、SAR 画像と言う）では、油汚染領域の散乱が小さいことから、画像上、
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暗く表示される。この特徴を活かし、様々な解析手法で、油汚染領域を抽出することができる。
可視光のセンサで撮影した画像から、油汚染領域の抽出を試みる場合、油層の反射率は、油組成
物、海面上の油層の厚み、衛星のポインティング角度に依存することに留意する必要がある。衛星
のポインティング角度(θ)による油の反射率の影響は、θ が大きければ暗く、小さければ明るく見え
る。また、油組成物や油層の厚さが、反射率に与える影響もあり、シーンと呼ばれる薄い油層（<0.1 m）
の場合は、輝度が高くなり、ムースと呼ばれる状態(<0.7 m)は、油と水の混合により赤褐色で表示
される。重油（0.6-0.7 m）は、褐色で表示されることが分かっている（Berry, 1995）2）。日本に輸入
された石油のサンプルの肉眼による観察結果からも、重油や中質油（アラビア石油等）は、黒や褐
色、軽油は薄い黄色であることを確認している（Arvelyna & Oshima, 2006）3）。このように、油組成
物や油層の厚さが反射率に影響を及ぼすことから、可視光の光学センサを用いて、油汚染領域が抽
出できる可能性がある。
(b) 解説
ここでは、光学画像と SAR 画像を利用した方法を解説する。油汚染領域は、時間経過とともに変
化する上、油の組成も変化する。定期的に衛星データによる観測や現地調査を実施し、精度を向上
させる必要がある。
(ア)光学画像：オルソ処理
衛星画像から抽出した油汚染領域の正確な範囲を特定するため、オルソ処理を施す。オルソ処理
は、地図や現地調査により設定した基準点を利用して処理を施すため、近くの陸域において、基準
点を設定し、処理する。また、衛星データの種類によっては、オルソ処理されたプロダクトが提供
されている場合もあることから、オルソ処理済みのデータを購入してもよい。

油汚染前・後
光学画像

油汚染前・後
SAR 画像

オルソ処理

後方散乱係数変換

輝度値変換

ノイズ除去

教師無し学習（油汚染前後の差分
値計算、イメージセグメンテーショ
ン、ウェ－ブレット変換等）

（ニューラルネットワーク等）

教師あり学習

油流出エリアの計算

現地調査を利用した分布域推定
図-2.5.1

光学画像と SAR 画像による油汚染領域の分布域推定方法
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(イ)光学画像：輝度値変換
光学画像の取得データである DN（Digital Number）は、DN のままでも教師無し学習や教師あり
学習を用いて、油流出エリアを特定することができるが、油の組成や厚さが入射光の反射に与える
影響を把握するためには、輝度値や反射率に変換した方がよい。DN から輝度値や反射率に変換す
る計算式は、各衛星販売会社に問合せて確認する必要がある。
(ウ)SAR 画像：後方散乱係数変換
SAR 画像の取得データである DN は、DN のままでも教師無し学習や教師あり学習を用いて、油
流出エリアを特定することができるが、油の組成や厚さがレーダの散乱に与える影響を把握するた
めには、後方散乱係数に変換した方がよい。DN から後方散乱係数に変換する計算式は、センサに
よって異なることから確認して処理する必要がある。以下は、ALOS PALSAR データの DN から、
後方散乱係数変換に変換する式である。変換式や校正係数は、プロダクトの処理レベルや、プロダ
クトの作成日によって異なる場合があるため注意する。
10 log
：後方散乱係数（dB）
：校正係数
(エ)SAR 画像：ノイズ除去
SAR 画像は、ゴマ塩状のランダムな濃度のゆらぎ（以降、スペックルノイズという）があり、油
流出江エリアを特定するためには、スペックルノイズを除去することが望ましい。スペックルノイ
ズを除去する方法は、マルチルック処理やフィルターによるノイズ軽減処理がある。
(オ)共通：教師無し学習
油流出エリアを特定する方法として、教師を使用せず抽出する「教師無し学習」がある。教師無
し学習の方法としては、油汚染前後のデータから差分を計算する方法や、教師を利用しない分類処
理では分類結果に対して油流出エリアを特定する方法、ウェーブレット変換を用いて油流出エリア
を特定する方法がある。
1997 年のナホトカ号重油流出事故を対象に、SAR 画像を利用して油流出エリアを特定した事例
を図-2.5.2 に示す。図-2.5.2（左）では、油が流出している範囲が黒色で表示されており、後方散乱
係数の値が低いことが分かる。図-2.5.2（右）では、教師無し学習で特定された油流出範囲が黒色で
表示されており、図-2.5.2（左）の判読結果および図-2.5.3 の発表資料と概ね一致する。
(カ)共通：教師あり学習
油流出エリアを特定する方法として、教師を使用して抽出する「教師あり学習」がある。教師あ
り学習は、油流出エリアの教師を設定し、同じ特徴を有したエリアを抽出する方法であり、同じ特
徴を有している画素の特定に、ニューラルネットワーク等を利用した方法がある。
(キ)共通：油流出エリアの計算
(オ)や(カ)の処理結果をもとに、油流出エリアを特定する。
(ク)共通：現地調査を利用した分布域推定
衛星データを利用した油汚染領域の抽出は、油層の組成物や厚さによって、影響を受けることか
ら、海上の油膜をサンプル的に採取し、反射率や後方散乱を測定し、精度の向上に役立てる。
(c) 使用する衛星データの条件
SAR 画像：風速 8m/s 以内の画像を利用する必要があり、衛星画像の撮影日の風速を確認した上
で、衛星画像を整備する。
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赤枠：行政界

図-2.5.2

RADARSAT SAR 画像(1997 年 1 月 12 日)を利用した

流出油分布図事故の解析結果(Arvelyna and Oshima, 2002)4)

図-2.5.3

1 月 12 日ナホトカ号油流出

(福井県環境科学センター)5)

(d) その他
SAR 画像を利用した油流出エリアの誤差要因としては、港などの風速が弱い地域（<3m/s）や、
雨が降っている地域は、誤抽出されることから、処理対象外とするマスキング処理を施す必要があ
る。
【参考：光学センサにおける油汚染の観測事例】
秋田県男鹿半島における油の漏出に対して、Terra/ASTER を観測した事例を図-2.5.4 に示す。

©METI/ERSDAC

：油が漏出している範囲

図-2.5.4 Terra/ASTER における強調した画像（対象地域：秋田県男鹿半島周辺）

【参考文献】
1) 内閣府：防災基本計画，2015，http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html（2015.7）
2) Berry, J. L., 1995. Detecting and evaluating oil slicks on the sea surface. Space Congress on Remote Sensing for Oil Exploration
and Environment, 23- 24 May, Bremen, Germany, pp. 90-110.
3) Yessy Arvelyna, Masaki Oshima, Spectral Reflectance Analysis of Oil Seepage using ASTER Image Data and Laboratory
Experiment, ISRS-PORSEC, 2006.
4) Yessy Arvelyna, Masaki Oshima, Auto Detection of Oil Slick in SAR Image Data, PORSEC 2002
5) http://www.erc.pref.fukui.jp/news/1997/oilmap/oilmain.htm
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2.6

大規模地震に伴う地盤変動範囲と変位量

(1) 背景と目的
地盤は、地震時の地殻変動に伴い沈降・隆起することがあり、締め固まっていない地盤では、地
震時の揺すり込み沈下や液状化に起因する沈下によって大きな変形が生じることがある。特に、沿
岸部の埋立て地盤のような場所では、液状化が広範囲にわたって発生する可能性が高い。また、新
潟県中越地震（平成 16 年）において、山古志村などで多数発生した道路や道路法面の損壊など、地
盤変動とそれに伴う被害は多岐にわたる。
国土地理院では、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
置している。これらの電子基準点は、測量の基準点として活用されるだけでなく、国土の地殻変動
の監視にも利用されている。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の際には、水平
方向に最大約 5.3m、上下方向に最大約 1.2m という極めて大きな地殻変動が観測されている 1)。こ
のような広域かつ大規模な地盤沈降が生じると、港湾施設や農地、市街地等で排水が困難になり浸
水・冠水の被害につながる。また、近年では、東北地方太平洋沖地震で大きく沈下した地域でゆっ
くりと地盤が隆起している状況も確認されている 2)。
このような過去の災害事例から、大規模地震発生時には、広範囲にわたって地盤変動範囲と変位
量を観測するとともに、定期的にモニタリングすることが必要となる。
(2) 現状の手法と問題点
(a) 精密水準測量
地盤沈下の状況を把握する手法として、精密水準測量が挙げられる。直接的な手法であるため、
計測した地点の精度は高い。しかし、面的に評価する場合には地点間は内挿となるため、地点数が
少なければ内挿誤差が大きくなるという問題がある。したがって、精度は労力・コストとのトレー
ドオフとなる。また、計測が広範囲に及ぶ場合も労力とコストが大きな問題となる。
(b) 電子基準点
前述したように、国土地理院では GPS 衛星の連続観測を行う電子基準点を設置しており、これら
を用いて国土全体の地殻変動を観測することができる。さらに、観測データは無償公開されており、
広域の変動を把握する上では極めて有効なツールと言える。ただし、基準点は約 20km 四方に 1 点
のため、あくまで広域を対象とした利用が前提となる。
(c) 航空レーザ測量
航空機に搭載したレーザスキャナと GPS により、地上の標高や地形を精密に調べる手法である。
精度が良く、地上解像度も高い。地盤変動に関しては、二時期のデータを取得し、この差分を取る
ことで変動範囲及び変位量を得ることができる。ただし、コスト面の問題があり、また広範囲を一
度に取得することは現実には難しい。対象範囲を限定した中で利用すれば、精緻な情報を得られる
手法である。
(3) 衛星データを用いた手法の解説
(a) 概要
1990 年代から、
地震の断層運動に伴う地表の数 cm レベルの面的な変化を合成開口レーダ
（SAR）
によって求める研究が進められてきた。SAR 衛星は、マイクロ波を斜め下に発射して後方散乱を観
測し、その強度と位相を計測する能動型センサである。SAR 衛星は、回帰周期（ALOS-2 の場合 14
日）で同じ場所に戻ってくるため、二時期の位相の差を取ることにより、地盤の変動量を抽出する
ことができる（InSAR）。光学衛星の場合は、雲が存在するとその直下の情報は得られないが、SAR
センサは、マイクロ波であるため雲の有無、昼夜を問わず撮影することができる。さらに解像度は、
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数 m 四方に 1 点が得られるため、精密水準測量や電子基準点よりも高密度の観測が可能となり、現
地調査では立ち入ることが困難な場所でも利用することができる。また、定期的に観測するため、
地盤変動の状況を時系列に把握することができる。
(b) 解説
SLC 1 画像から位相アンラップ処理を施
すまでの DInSAR 処理 2 を以下に示す。

SLC データ
(Master)

SLC データ
(Slave)

RAW データから SLC 画像を生成するまで
の SAR 再生処理については、
『建設・国土
防災分野における InSAR の実用化に関す

干渉 SAR 処理

る調査研究』3)等を参照されたい。
(ア)干渉 SAR 処理

シミュレーション画像の作成

異なる時期に撮影された同じシーンの
SLC データを 2 つ用意する。ここで、入射
角、解像度、昇降（Ascending（北行軌道）

差分干渉画像の作成

差分
干渉画像

位相アンラップ処理

位相
処理画像

or Descending（南行軌道）
）、照射方向、波
長などの撮影条件が一致していることを
確認する。また、SLC 画像は複素数データ
であり、オルソ化されていないことを確認

図-2.6.1

DInSAR 処理フロー

する。
InSAR 処理では、先に撮影されたデータを Master、後に撮影されたデータを Slave と呼ぶ。通常
は、レジストレーション処理を使って Master の位置に Slave の位置を 0.1 画素の精度で重ね合せる。
位相の差分は、Master から Slave を差し引いたものとする。
(イ)シミュレーション画像の作成
干渉 SAR 処理で作成された画像には、2 つの軌道の違いによる軌道縞と標高の影響による地形縞
が含まれている。逆に言えば、2 つの衛星の軌道と正確な DEM が分かっていれば、干渉 SAR 画像
のシミュレーションデータを作成することができる。干渉処理では、Master に Slave を重ね合わせ
ているため、Master の軌道情報と DEM を用いてシミュレーション位相画像を作成する。
(ウ)差分干渉画像の作成
（ア）で作成した干渉 SAR 画像から（イ）で作成したシミュレーション画像を差し引いて差分干
渉画像を作成する。差分干渉画像には、地形変動成分だけでなく、水蒸気遅延成分などが残存して
いる。
(エ)位相アンラップ処理
差分干渉画像は、位相情報であるため、波長の 1/2（PALSAR の L バンド 23.6 ㎝であれば、11.8cm）
の変化量の繰り返しが画像で表示される。そこで物理量（長さ）に変換するため、位相の積算を行
い、波長/2 を掛ける処理を行う。ただし、SAR 画像には、スペックルノイズに代表されるようなノ
イズが位相情報の中に含まれているため単純に位相の積算ができず、アンラップエラーと呼ばれる
位相の段差が発生する。このためこれを除去するために様々な手法、フィルターが考案されている。
(オ)DInSAR 処理画像の利用
差分干渉画像（変動縞の画像）は細かな変動状況を把握するのに優れているが、位相を超えた変
1

Single Line Complex の略。合成開口レーダ（SAR）の画像フォーマットのひとつで、画像として認識でき
る振幅の情報に加え、位相の情報も併せ持つデータ（複素データ）のこと。
2
SAR 干渉画像から、軌道縞や地形をシミュレーションした地形縞の差分を取ることを差分干渉 SAR
（Differential SAR Interferometry）と言う。変動縞を作成する（あるいは、変位量を求める）処理を言う。
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化に対しては、絶対量が分かりにくくなるという欠点もある。DInSAR 処理の最終的な処理結果と
して、差分干渉画像（変動縞の画像）と位相アンラップの処理結果のどちらを採用するかは、ユー
ザの利用目的に応じて判断する必要がある。また、処理結果を地図投影して利用する場合には、必
要に応じてオルソ処理を施して利用する。
【干渉縞の見方】
・干渉画像は、0－2π の位相情報を保持する。
・干渉画像上で 2π の変化は SAR センサの半波長（λ/2）の変動に相当する。
（L バンド：11.8cm）
・干渉画像のカラーパレットは、地表が衛星に近づくか、遠ざかるかを示す。
・地盤沈下の場合は、変動方向が上下成分のみであると仮定することができるため変位量を cosθ（θ：
入射角）で割ることによって上下成分の変動と見なすことができる。

図-2.6.2

InSAR カラーサイクル（L バンドセンサの場合）

【位置図】
図-2.6.3

【差分干渉画像】

【位相ｱﾝﾗｯﾌﾟ処理画像】

熊本地震を対象とした処理事例（衛星：ALOS PALSAR-2、観測日：2016/3/07, 2016/5/16）

(c) 使用する衛星データの条件
【衛星の選定】
地盤変動が生じている、もしくは生じていると推測される時期に基づき、干渉に利用する二時期
のデータを選定する。地盤変動が生じた時期の前後の観測時期のデータを選定することが望ましい
が、観測時期が離れたり、軌道の修正が行われ垂直成分が離れたりした場合は、干渉しない場合が
あるので注意されたい。
【変位量と波長を考慮した選定】
干渉画像の 2πの変化は、SAR センサの半波長（λ/2）の変動に相当し、L バンドの場合は 11.8cm、
C バンドの場合は 2.7cm の変化を示す。干渉画像は、半波長（λ/2）の変位がカラーテーブルで表
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現され、変位量が半波長より大きいと縞模様の画像となる。選択する波長によって、縞模様が細か
くなり解釈が困難となることや変動が抽出されないこともある。抽出する地盤変動に対して、適し
た波長の衛星データを選択する。
(d) その他
【山岳部におけるレーダシャドウ】
SAR センサは、斜め下方向にマイクロ波を発射しているため、山岳地などではレーダシャドウが
発生し、観測不可能な場合がある。
【差分干渉画像で得られる情報】
InSAR で得られる差分干渉画像は、視線方向の伸縮しか得られず、視線方向に垂直な運動（断層
運動など）には感度が低く、変動の抽出が困難となる。これらの課題を解決する方法として、
Ascending と Descending の 2 方向からの変動量を把握する方法がある。

図-2.6.3

熊本地震を対象とした処理事例 4)

【水蒸気の影響】
マイクロ波の中でも、短い波長は水蒸気の影響を受けることがあり、変動と水蒸気遅延との分離
が困難な場合がある。データを整備する前に、観測時の気象条件を天気図や気象庁が提供している
気象統計情報等を用いて把握し、水蒸気等の影響がないことを確認する必要がある。
【雨期や積雪の影響】
干渉に利用する二時期のデータが雨期や積雪の影響を受けていないことを確認する必要がある。
雨期は、湛水していると、湛水面で散乱し地表面の地盤変動を捉えることができない。また、積雪
していると、積雪面で散乱することから、地表面の地盤変動を捉えることができない。
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あとがき
本ガイドラインの作成にあたって、学識者との勉強会を開催するなど、外部の方々から
多くのご協力をいただいた。また、災害対応に携わる技術者、衛星データベンダー、衛星
データを扱う研究者など、さまざまな業種のワーキングメンバーによる闊達な議論によっ
て、本ガイドラインをとりまとめることができた。これらの多彩なメンバーが、それぞれ
の立場から災害対応における現状の課題を認識し、本ガイドラインの作成に参画したこと
で、多面的な視野を持った貴重な資料が完成したと考える。日常の業務に追われる中、ワ
ーキングメンバーによる種々の調査や資料整理、真摯な議論、ガイドラインの執筆にあら
ためて感謝申し上げる。
最後に、今後の災害対応がより的確かつ高度なものとなるため、本ガイドラインがその
一助となれば幸いである。
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朝香智仁（日本大学）、伊東明彦（宇宙技術開発）、植原茂次、江野沢誠（三菱総合研究所）、
笠博義（ハザマ）、神岡久彰（建設環境研究所）
、葛岡成樹（日本電気）
、熊谷樹一郎（摂南
大学）、黒台昌弘（ハザマ）、桑原祐史（茨城大学）、小島博幸（宇宙技術開発）、坂本淳一
（中央開発）、筒井健（NTT データ）、中村裕昭（地域環境研究所）
、波崎良平（国際航業）、
古田明広（オリエンタルコンサルタンツ）、町田聡（パシフィックコンサルタンツ）、李雲
慶（日本スペースイメージング）
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