
は じ め に

年 月に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だ
いち」（ALOS： Advanced Land Observing Satellite）は，
マイクロ波センサであるフェイズドアレー方式 L バン
ド合成開口レーダ（PALSAR： Phased Array type
L band Synthetic Aper ture Radar），光学センサとして
パンクロマチック立体視センサ（PRISM： Panchromatic
Remotesensing Instrument for Stereo Mapping），及び高
性能可視近赤外放射計 型（AVNIR ： Advanced
Visible and Near Infrared Radiometer type ）の計三つ
の地球観測センサを搭載している．これらのセンサによ
り観測されたデータは，地図作成，地域観測，資源調査
などに用いられている．
また，「だいち」の目的の一つとして，国内外の大規
模災害の状況把握を行うことが挙げられており，これま
でに地震・火山活動や洪水，森林火災など様々な災害に
ついて観測が行われている．
本稿では，災害の中でも広範囲に大きな被害をもたら

す地震を中心に，「だいち」による観測事例とその解析
結果について紹介する．

PALSARによる災害状況把握

「だいち」に搭載されているフェイズドアレー方式 L

バンド合成開口レーダ（PALSAR）は，昼夜・天候によら
ず地表面の観測が可能なセンサである．災害状況把握や，
資源探査などが目的として挙げられている．
PALSAR による災害観測としては，反射強度の変化
を利用した浸水域の把握等も行われているが，地震・火
山活動等に伴う地殻変動を面的に把握できる干渉合成開
口レーダ（干渉 SAR）としての利用例が多い．
SAR データの特徴として，位相すなわち衛星─地表

面間の距離の情報を持つことが挙げられる．干渉 SAR

は，この位相の情報を 時期の観測データ間で比較する
ことにより， 時期間に発生した地表面の変動を位相変
化としてとらえる技術である．求まる変動量は，衛星─
地上間の衛星視線方向の一次元成分であるが，画像のピ
クセルごとに位相変化量が求まるため，変動量を面的に
把握することができるという長所がある．
地震や火山活動に伴って，地表面の変動（地殻変動）
が発生するが，逆に，地殻変動から，地震の断層面がど
のように滑ったか，マグマだまりの深さや体積がどのよ
うに変化したかを推定することができる．これらの情報
は，防災上だけでなく地球物理学上も重要な情報であり，
GPS 等の地殻変動観測データを用いた研究が数多く行
われている．干渉 SARでは詳細に地殻変動を把握でき
ることから，地下で発生した現象をより詳細に推定する
ことが可能であり，干渉 SARは地殻変動研究の上でも
非常に重要な技術となっている．
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その PALSARデータの干渉 SARによる災害観測とし
て， 年 月に発生した中国・四川省の地震，平成
年（ 年）能登半島地震の事例を紹介する．

（１） 中国・四川省の地震
年 月 日に四川省で発生したMw（用語） の地

震では，無数の建築物が破壊され，数万もの人命が失わ
れるなど，甚大な被害が生じた．この地震による被害状
況把握を目的として，「だいち」の PALSAR や PRISM

等による観測が行われた．
地震の規模が非常に大きいため，観測幅 km の

PALSAR で変動域をカバーするためには数多くの観測
が必要となった．得られた干渉画像を集約した結果が図
である．余震発生域を中心として，干渉じまの間隔が
狭くなっており，この地域で大きな地殻変動が見られる

ことが分かる．地殻変動から推定される震源断層の長さ
は約 km にもわたっている（ ）．また，四川盆地と山
岳部の境界付近で位相変化量が大きく異なる部分が見ら
れ（図 ），この付近で地表に断層が生じたと考えられる．
干渉 SARで得られた地殻変動から，地震の断層面上

での滑り分布を推定した結果，南西側では断層面が低角
で，大きく滑った領域がやや深いところに位置し，逆断
層成分が卓越すること，北東側では断層面が高角で，浅
い部分で大きく滑り，右横ずれ成分が卓越していることが

■ 用 語 解 説

Mw モーメントマグニチュード．周期が数十秒以上の
長周期の地震波を用いて計算される．
Mj 気象庁マグニチュード．
IKONOS 軍事偵察衛星技術を利用した世界初の商業用

高分解能地球観測衛星．米国 SPACE IMAGING社が 年
打上げ．
QuickBird 米国 DigitalGlobe 社の商業用高分解能地球

観測衛星． 年打上げ．
■

図 四川省地震の震源域周辺の SAR 干渉画像集約図 ☆は USGS による震央位
置，○は余震位置を示す．色の 周期の変化が衛星視線方向の cm分の変動を示
している．余震域周辺ではしまの間隔が狭く，この地域で大きな地殻変動が起こった
ことを示している．（Analysis by GSI from ALOS raw data JAXA METI）
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図 SAR干渉画像の拡大図 四川盆地と山地との境界付近に
干渉領域と非干渉領域の境界（白線）が見られ，この付近で地表
に断層が現れていると考えられる．（Analysis by GSI from ALOS
raw data JAXA METI）



分かった（図 ）．最大滑り量は北川付近で約 mと推定
された．北川付近では甚大な被害が報告されており，推
定された断層滑りが最大であることと調和的といえる．

（２） 平成 年（ 年）能登半島地震
年 月 日に発生した能登半島地震（Mj（用語） ）

では，震度 強という強い揺れが観測され，家屋の損壊
や道路の崩落などの被害が生じた．この地震について「だ
いち」の PALSARによる緊急観測が行われ，地震に伴
う地殻変動が面的に明らかとなった（図 ）．震央（図
中の☆）付近で大きな変動が見られる．干渉 SARで得
られた変動は， GPS 観測の結果と整合している（ ）．こ
の干渉 SARにより得られた地殻変動から，震源断層面
上の詳細な滑り分布が推定された．断層面は南東方向に
傾斜し，震源付近とその北東側深さ kmで大きな
右横ずれ成分を持つ逆断層滑りが推定された（ ）．
なお，干渉 SARで得られた変動を詳細に調べたとこ
ろ，震源断層の運動による弾性的変形だけでは説明でき
ない変動が含まれていることが明らかとなった．文献
（３）による震源断層モデルから計算される変動量からの
残差には，数百 mから数 kmの広がりを持つだ円状の
位相変化領域が多数見られ（図 ），数 cm 数十 cmの
変動を示している．これらの局所的な位相変化領域の多
くは地滑り地形と一致し，変動の向きもおおむね地滑り
域の沈下若しくは最大傾斜方向への水平移動を示してい
ることから，地震の揺れによって地滑りが再滑動したと
考えられる（ ）．普段活動していない地滑りブロックにお
いて，地震に伴った微小な滑りの発生はこれまで知られ
ておらず，今回初めて明らかになった現象である．

電子情報通信学会誌 Vol No

図 四川省地震の震源断層モデル ☆は本震震源を示す．（a）
北西方向からの俯瞰図．本震に近い震源域南西側では断層面が低
角，北東側では高角となっている．（b）北西側から見た断層面での
滑り分布．南西側では本震震源付近の比較的深い位置に逆断層成
分が卓越する大きな滑りが推定され，北東側では kmよりも浅
い位置に横ずれ成分が卓越する大きな滑りが推定されている．

図 能登半島地震に伴う地殻変動を示す SAR干渉画像 ☆は震央位置を示す．（a）干渉画像（観測日： ），（b）断層モ
デル（ ）から計算される位相変化分布．モデルは実際の SAR干渉画像をよく説明できているといえる．（Analysis by GSI from ALOS raw data
JAXA METI）



このように，干渉 SARでは面的に地殻変動を把握で
きることから，これまで知られていなかった局所的な変
動現象の把握にも威力を発揮すると考えられる．このほ
かにも，干渉 SARにより明らかになった現象として，
中越沖地震に伴った活しゅう曲の活動が報告されてい
る（ ）．

PRISM による災害状況把握

「だいち」には m分解能のパンクロマティックセ
ンサ（PRISM）が搭載されている． PRISMは前方視，
直下視，後方視の 方向に固定したセンサからなり，単

一軌道上でステレオ視可能な画像のペアが得られる．し
かし，ポインティング機能を有していないため，衛星の
周回周期である 日ごとでないと撮影ができないため，
必ずしも災害状況把握に向いているわけではない．文献
（６）では各種高分解能衛星画像の災害判読特性を比較整
理しており， m分解能ステレオ画像と m分解能単
画像とを比べて，ステレオ画像であるがゆえの災害判読
面での優位性を指摘している．

（１） ジャワ島中部地震の建物被害判読
年 月 日に発生したジャワ島中部地震

（Mw ）について，地震による建物被害を，地震後の
IKONOS（用語）単画像（分解能 m）と， PRISM ステレオ
画像（分解能 m）で判読した． IKONOS 画像では，
建物散在域では建物 軒ごとの災害状況の判読が可能で
あったが，建物密集域では 軒ごとの被害を把握するこ
とは困難で，建物被害集中域の判読のみが可能であった．
PRISM画像では IKONOS 画像と比べると判読できるも
のは限定されるが，実体視することにより大きな建物で
あれば建物散在域での 軒ごとの被害も判読可能であっ
た（図 ）．ただし，建物散在域であっても，大きな建
物でなければ 軒ごとの被害の判読は不可能であった．

（２） レイテ島地滑りの流れ山地形計測
年 月 日にレイテ島南部サンベルナルド町で

発生した山体崩壊に対して，災害後の QuickBird（用語）単
画像（分解能 m）と， PRISMステレオ画像で被害状
況を判読した． PRISM画像は QuickBird 画像と比べて
分解能が粗いため判読できるものが限定されるが，実体
視が可能であるため，流れ山地形など高低感が決め手に
なる判読には有用である．空中写真判読と同様の手法で
実体視判読を行い，その結果を直下視の画像に直接移写
して地理情報システム（GIS： Geographic Information
System）上で地形計測を行った． PRISMの直下視の画
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図 SAR干渉画像から断層モデルにより計算される変動量を差
し引いて得られた残差画像 局所的な変動がなければ全面ほぼ
同じ位相となるはずであるが，この範囲では数百 m 数 kmの広
がりを持つ位相変化領域が多数見られる．変動量は数 cm 数十
cmであり，地震に伴って地滑りブロックが微小に滑動したと考え
られる．

図 ジャワ島中部地震の建物被害のPRISM ステレオ画像 （ 年 月 日撮影）（ JAXA）
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像にトレースした流れ山地形のポリゴンデータを重ねた
ものを図 に示す．六つのエリアに区分して，各流れ山
の重心座標，面積，周長，長径，短径，長径の方向，流
送距離等を求め，それぞれの関係を解析した．その結果，
流送距離が短い流れ山は長軸が流下方向に直交し，流送
距離が長い流れ山は長軸が流下方向に平行になる傾向が
認められた（ ）．

（３） 中国・四川省地震による断層変位地形の判読
四川省地震について， PRISM単画像の判読により平

通鎮近くの河床で地表地震断層の可能性のある地形が抽
出された（ ）．該当箇所の地震前後の PRISM画像を図
に示す．河床が白く写っている（A）が，これは河川の水
が急流で白く写っているものであり，地震前の画像では
認められないことから，河川の上流側が隆起して段差が
生じたものと判断される．その右岸側（B C間）では帯
状に白っぽい箇所が連続しているが，これは建物倒壊集
中域と判読される．その南西延長部（E）では直線的に河
床が切られて河川が湛水しているが，これは下流側（北
西側）が隆起したと考えると説明できる．その南西延長
で河川こう配が急になっている箇所（F）が判読され，こ
れも北西側隆起で説明できる．河川の左岸側には確実な
変動地形は判読できないが，多少色調が変化している箇
所（H）も見られ，そこに段差を生じさせている可能性が
ある．このように，高さ方向の微妙な変化をとらえやす
い河床に着目することで，PRISM単画像のみからでも，
地表地震断層の候補がある程度判読できた．

AVNIR による災害状況把握

「だいち」に搭載されている m解像度のマルチスペ

図 レイテ島地滑りのPRISM 画像と実態視判読による流れ山の図化結果
（文献（７）より引用）（ JAXA）

クトルセンサ（AVNIR ）を用いた，災害状況把握の
事例を紹介する．解像度は高くはないが，マルチカラー
であるために植生の変化等をとらえるのに適しており，
大地震の際の大規模な斜面崩壊等の把握に活用すること
が可能である．AVNIR による災害状況把握について，

図 中国・四川省地震の地震前（右上： 年 月 日観測）
と地震後（下： 年 月 日観測）のPRISM 画像（文献（８）
より引用）（ JAXA）
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図 輪島市熊野町での河道閉そくを示すAVNIR 画像
（ JAXA）

国土地理院地理調査部が実施した概要を紹介する．

（１） 平成 年能登半島地震による斜面崩壊の判読
能登半島地震について，地震翌日に観測された

AVNIR 画像を基に被災箇所の判読を行った．雲の影
響がない地域の判読結果では，明りょうな変状が 箇
所で観察され，その内訳は崩壊地 箇所，河道閉そく
箇所であった．熊野町の河道閉そくの画像を図 に示
す．解像度の 倍を超える範囲で地形変化が見られた箇
所の判読は可能であった．また，土砂移動を伴う斜面崩
壊などの変状はある程度把握できたが，建物倒壊など移
動の少ない変状は判読できなかった（http: www gsi
go jp BOUSAI isikawa ALOS noto htm）．

（２） 中国・四川省地震に伴う崩壊地等の把握
中国・四川省地震について， AVNIR による地震前

の画像（ 年 月 日， 月 日撮影）及び地震
後の画像（ 年 月 日撮影）を使用して，大規模
な崩壊地，地滑り地，河道閉そくによる湛水域を判読し
た．雲に覆われているため全ぼうは明らかではないが，
川から北川にかけての南西 北東方向に延びる河川に
沿った斜面で多数の崩壊が発生しているのが確認でき
た．北川では斜面崩壊による河道閉そくによって，長さ
約 kmにわたる湛水域が形成されているのも確認でき
た（http: www gsi go jp geowww saigaikiroku
sichuan index html）．

ま と め

「だいち」の PALSAR， PRISM， AVNIR データを
用いた災害観測事例について紹介した．本稿で紹介した
ように，海外での災害であっても，これらのセンサを用
いることで，リモートセンシングで災害状況を把握する
ことができる．これは，火山の噴火口近くなど，現地に

立ち入ることが難しい場所の状況把握にも適用できるこ
とを意味している．また， PALSAR データでとらえら
れた能登半島地震に伴う地滑りのように，従来の観測で
はとらえられなかったような現象を把握できる可能性も
秘めている．
今後，災害状況把握の目的で，「だいち」や他の地球

観測衛星のデータの利用が更に進むことが期待される．
謝 辞 本稿で用いた「だいち」 PRISM データ，

AVNIR データの所有権は宇宙航空研究開発機構
（JAXA）， PALSARデータの所有権は JAXA 及び経済産
業省にある．
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