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１．はじめに

陸域観測技術衛星2号「だいち2号(ALOS-2)」は回
帰14日の短さで地球を周回している。この衛星は高性
能なSAR(合成開口レーダ)を搭載している。照射さ
れるLバンドマイクロ波は約24cmの波長で雲や木の枝
葉を透過する特性を持っている。また、SARが観測
したデータには振幅と位相が記録され、分解能3mの
画像を提供している。異なる時期に同一軌道において
同一場所を観測したデータの位相差から地表面変動量
を把握する手法が干渉SAR解析である。この解析を
行うことで、地表面の微小な変動を数cmの精度で把
握することができ1）、これまでに地すべりの変動が高
精度に抽出されてきた2）。しかし、地表に積雪がある
場合には、Lバンドマイクロ波が雪を透過する一方で、
その位相が遅延することが想定される。そのため、融
雪期の地すべり変動を検出できるかどうかは定かでは
なかった。これまで、筆者らは融雪期の観測データで
干渉SAR解析を試してきた3）。さらに、地すべりの微
小な変動を捉えるには、積雪位相遅延を補正する必要
がある。この補正が可能となれば、変動範囲や変動量
を現地に行かずとも机上で速やかに調査できる。地す
べり災害履歴箇所、地すべり地形を通過する箇所、通
行規制区間など道路を対象に解析することにより、融
雪期の地すべり災害を予防する一つの解決策となり得
る。
そこで、本報告では、雪下の地すべりの地表面変動
を検出することを目的として、逆距離加重法を応用し
たメッシュ領域平滑化法とメッシュ領域細分法の2つ
の画像解析処理により位相遅延補正法を行い、干渉
SAR解析を実施した。

２．マイクロ波による積雪位相遅延

２． １　位相遅延の算出方法

SARのアンテナより照射されるマイクロ波は、チ
ャープパルス波として大気中を伝搬し大地に届いた
後、後方に散乱し、再び戻ってくる。大地が積雪に覆

われていない時期（無雪期）に観測されたパルス波に
は地表面で反射した後方散乱波の振幅と位相が記録さ
れる。一方、積雪に覆われた時期（積雪期）であれば、
パルス波は積雪層を透過して地表で反射していなけれ
ば地表面変動を捉えられない。マイクロ波は電磁波で
あるため大気と積雪層の境界で屈折し、積雪層内で振
幅が減衰し速度も減少する。よって、位相の変化が生
じる。既往の研究によると、同じターゲットに対し、
無雪期と積雪期のマイクロ波の伝搬経路は図－1のよ
うに示され、位相差は式（1）で表されている4）。衛
星からのマイクロ波が大地へ入射する角度によって積
雪層中では伝搬経路が増加し、さらに、積雪の状態（深
さ、比誘電率、密度等）によって、伝搬時間が変化する。
よって、積雪が無い場合と有る場合の位相差が式（1）
で導出されているのである。ここでT：周期、c：真空
中の光速度、εr：積雪の比誘電率である。
次に、経路長rsとr0と屈折角θiは式（2）で表せるため、

式（1）へ代入すると積雪深(h)に関する式（3）が導
かれる。このような理論式より、無雪期と融雪期の干
渉SAR解析で変動量を抽出できても、式（3）の位相
差が含まれる。これを位相遅延と呼ぶこととする。た
だし、未知数として積雪深h、比誘電率εrが存在する。
そこで、これらを確定させるために、次節で積雪深や
比誘電率の現地測定を行ったほか、後方散乱係数によ
り積雪深を推定した。

２． ２　比誘電率の測定方法

式（3）では、位相差は媒質である雪の比誘電率に
従属する。そこで、比誘電率を推定するために測点を
設け、その位置における無雪期と融雪期の2時期の衛
星観測データの位相差と実測積雪深との関係から比誘
電率を算出した。また、推定比誘電率値（以下、推定
εrと略す）と比較するために、経験的に用いられてい
る式（4）4)により実測比誘電率値（以下、実測εrと略す）
とした。検証を行った積雪調査対象地は北海道壮瞥町
である。この地域には、東西に流れる長流川に沿って
左岸側と右岸側に地すべりが分布し、その規模は東西
約4km、南北約3～4kmに亘る5）。この調査地において
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図－2に示すように、500m四方の範囲を代表させた測
点を合計10点国道や町道沿いに設けた。衛星の観測に
ついては、無雪期に衛星が観測していたデータをもと
に融雪期に衛星が再び観測するように観測機会を設け
た。融雪期の衛星観測と同日の2017年3月28日に10点
で積雪深を、その8日前の20日には1点（S1）で層構
造と密度と含水率を現地で計測した。

２． ３　後方散乱係数による積雪深の推定方法

式（3）の位相差を求めることや前述の比誘電率を
推定することも、積雪深が既知であることが必要であ
る。後方散乱係数σ0(dB)と積雪相当水量W(cm)の関
係は非線形的な近似曲線である式（5）6)で表される。
ここで積雪相当水量とは積雪深と雪密度の積である。
そこで、対象地で実測した積雪深と雪密度から積雪相
当水量を求めた。また、同じ測点において、融雪期

の衛星観測データからσ0を求め非線形的関係を算出し
た。そこから、融雪期の衛星観測データのσ0から積雪
相当水量を推定し、雪密度の設定により積雪深を求め
た。

２． ４　干渉SAR解析における位相遅延補正法

図－3に位相遅延補正法の全体フロー図を、表－1に
干渉ペアの概要を示す。積雪深30cm程度の融雪期観
測データに対して、メッシュ領域平滑化法とメッシュ
領域細分法により位相遅延補正を行い（図－4）、干渉
SAR解析を実施して比較した。解析には、sarmap社
製のソフトウェア「SARscape」で干渉SAR解析を行
い、Exelis	VIS社製のソフトウェア「ENVI」で画像
化した。
メッシュ領域平滑化法では、各測点を中心とするメ
ッシュ領域を設けそれを統合し1つのメッシュ領域と
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図－2　調査位置図と積雪調査点(壮瞥町)

(防災科学技術研究所地すべり地形分布図に重ねた7)8))
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表－1　干渉ペアの概要

マスタ画像 スレーブ画像

2016年10月25日 2017年3月28日 南(降行) 西(右)

衛星観測日
衛星進行方向 衛星視線方向 周波数(Hz)

1.2G

オフナディア角(°)

HH 29.1

偏波
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する内挿法を導入した。内挿法は逆距離加重法とし
た。これは、統合するメッシュ領域の代表位相遅延値
を、各メッシュ測点から離れた距離の逆数で重み付け
する手法であり、メッシュ領域の位相遅延を平滑化し
た。
メッシュ領域細分法では、メッシュ領域の位相遅延
を平滑化せず、各測点の位相遅延値は各メッシュ領域
の値とした。

３．結果と考察

３． １　比誘電率の推定

図－5に3月28日の実積雪深と、無雪期と融雪期の2
時期の観測データの同じ位置における位相差の関係を
示す。分解能3mの衛星観測データを使用し、各ピク
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図－3　位相遅延補正法フロー図
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図－5　積雪深と位相差
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セルをマルチルック処理によって平均化しグリッドサ
イズを100mと200mの2種類で比較した。ここで、切
片の無い回帰直線の傾きは、式（3）における積雪深
(h)より前のφとλを表している。このφ式とλ式の中
で光速度cは既知であり、周波数fと入射角θ0はそれぞ
れ衛星のマイクロ波周波数とオフナディア角で既知と
なる。よって、比誘電率εrを変化させ回帰直線の傾き
に一致させるように試算するとグリッドサイズ100m
と200mで推定εrは1.8に一致した。
一方、図－6に3月20日のS1における積雪の層構造

を示す。雪層はざらめ状が主たる構造であり、中間層
には暖気あるいは雨により一旦融けた後に生じる氷板
が幾層も見られた。実測した平均雪密度は0.44g/cm3

であり、式（4）のρに代入し実測εrは2.0であった。推
定値は実測値に近い値を示すことから、積雪深と位相
差との相関を近似して推定できる可能性がある。ただ
し、積雪深が30cm以上となると、位相差が2πを超え
てしまうため、位相差の不定を処理する煩雑性がある
ことや、含水率によってεr値が変化することが課題で
ある。従って本報告では、推定εrを利用して位相遅延
を求めた。

３． ２　積雪深の推定

融雪期データの後方散乱係数σ0と実測した積雪相当
水量の関係を求めた。図－7にその結果を示す。積雪
相当水量は各調査地点の実測積雪深に実測平均雪密度
0.44g/cm3を一律に掛けたものである。また、σ0は実
測地点と同じ位置における融雪期衛星観測データから

得られた値だが、平均化しグリッドサイズを200mと
した場合の値を用いた。非線形最小自乗法で求めた回
帰曲線に対して散布値は右肩上がりの傾向を示すが、
全体的に回帰が良くなかった。この要因は、複雑な層
構造や含水率の影響が考えられる。また、雪密度が一
律であることが考えられる。層構造や含水率の影響を
比較することや雪密度を適切に設定することが、精度
良い積雪深の推定に向けて課題となる。ゆえに、実測
した積雪深を利用して位相遅延を求めた。

３． ３　干渉SAR解析における位相遅延補正

推定εrと実測積雪深から、積雪を透過する際に生じ
る位相遅延を算出した。まず、調査地の積雪調査地
点10点の周囲200mをグリッドサイズとする平均化処
理を行うことで各測点の位相遅延を算出した。その
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図－7　σ0と積雪相当水量

2016/10/25(無雪期)-2017/3/28(融雪期)

1)メッシュ領域平滑化法

2)メッシュ領域細分法

原初データⒸJAXA

-25cm 25cm0 2255ccmm
(近づく)

2255ccmm
(遠ざかる)

-25cm 25cm0 2255ccmm
(近づく)

2255ccmm
(遠ざかる)

図－8　干渉SAR解析結果
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上で、融雪期の衛星観測データの位相値を補正し、表

－1の干渉ペアで再干渉SAR解析を実施した。各変動
図をGISで防災科学技術研究所の地すべり地形分布図
に重ね合わせ、地すべりの範囲と値との位置関係を分
析した。図－8の1)図はメッシュ領域平滑化法による
変動図を、2)図はメッシュ領域細分法による変動図を
示す。いずれも、地すべり末端部において500mの範
囲で衛星から約10cm遠ざかる変動が見られ、両者の
変動量には大きな差は認められなかった。ただし、メ
ッシュ領域平滑化法では、変動範囲を内包するように
一つの位相遅延値で補正された。これに対し、メッシ
ュ領域細分法では変動範囲は2つのメッシュ領域に及
んでいたため、2つの位相遅延値で補正され、変動範
囲が広くなった。検出された変動は、北海道立総合研
究機構地質研究所が実施した2016年11月～12月の間に
おける現地GNSS連続測量による10cmの変動に調和し
た。今後さらに精度を上げるためには、積雪深の推定
を高密度に行う必要がある。また、隣り合うピクセル
同士で積雪位相遅延補正後の位相差が2πを超えた場
合に位相アンラッピングが適切に処理される必要があ
る。さらに、多くの観測データを利用した時系列干渉
SAR解析により大気遅延などの誤差を除去すること
が必要である。

４．まとめと今後の課題

本報告では、雪下の地すべりの地表面変動を検出す
るために、干渉SAR解析に位相遅延の補正を試みた。
結果と課題は以下のようにまとめられる。
①メッシュ領域平滑化法とメッシュ領域細分法によ
り積雪深30cm程度以下の位相遅延を補正し、衛星か
ら10cm遠ざかる地すべりの変動を検出できた。2つの
手法では変動範囲の広さに違いが確認された。メッシ
ュ領域が高密度であるメッシュ領域細分法の方が高精
度になると考えられる。
②積雪位相遅延を算出するために、積雪深と位相差
の関係から比誘電率を推定した。ただし、積雪深が
30cm以上となると、位相差が2πを超えてしまうため、
位相差の不定を処理する煩雑性があることや、含水率
の影響を受けることが課題である。
③積雪深を推定するためには、融雪期データの後方
散乱係数と積雪相当水量の関係式を求める必要があ
る。
しかし、複雑な層構造や含水率の影響、および雪密
度の一律化によって関係式の算定に至らなかった。今

後は層構造や含水率の影響を比較することや雪密度を
適切に設定し検証していく必要がある。
④今後は、様々な地すべりに適用し融雪期に起きる
地表面変動を検証する必要がある。そのほか、干渉
SAR解析は大気遅延や電離層の影響を受け易いこと
が知られている。そのため、この影響を取り除くため
多数の観測データを使う時系列干渉SAR解析が望ま
れる。
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