
マスタ画像 スレーブ画像 マスタ画像 スレーブ画像

無雪期 融雪期

(32)

積雪期 融雪期

(136) (25)

融雪期 融雪期

(89) (25)
(c) 桂沢 2017年4月13日 2017年4月27日

(b) 桂沢 2017年3月2日 2017年4月27日 北(昇行)

地区

衛星観測時期

衛星進行方向 衛星視線方向

(a) 壮瞥 2016年10月25日 2017年3月28日 南(降行)

(積雪深(cm))

西(右)

衛星観測日

東(右) HH 35.4

オフナディア角
(°)

HH 29.1

偏波

東(右) HH 35.4北(昇行)

表－1 干渉ペアの一覧表

86．融雪期干渉 SAR 解析による地すべり変動検出の可能性 
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1．はじめに 
 北海道では，融雪期において急激な気温上昇が雪解

け水の地盤への浸透を促進させ，道路の通行止めや河

川の閉塞が生じる地すべりの斜面災害が多発している
1）．地すべりの変動を検出する技術として，陸域観測

技術衛星 2 号（ALOS-2）の観測した画像より干渉 SAR
解析を行うことが有効な手法である 2）．しかし，融雪

期では地表面の積雪が干渉 SAR 解析を困難にしてい

た．本研究では，融雪期の地すべり変動調査手法の開

発へ向けて，融雪期の異なる時期の観測データを対象

に干渉 SAR 解析を試行的に行った結果から，融雪期の

地すべり変動検出の可能性について述べる． 
 
2．解析方法 
 積雪期の衛星観測データをマスタ画像，スレーブ画

像いずれかに用いて干渉 SAR 解析を行うことは，一般

的に避けられる傾向にあった．無雪期－積雪期の干渉

ペアで解析すると，積雪層の表面散乱や体積散乱や比

誘電率の違い等によって位相の変化が著しく干渉が困

難になると考えられていたからである．一方，乾雪に

近い雪質であれば比誘電率は大気のそれと比較的大き

な違いもないことから，積雪層の電気的性質によって

は電波の侵入が容易となることが想定される．そこで，

本研究では，マスタ画像に無雪期の観測データとスレ

ーブ画像に積雪層厚の小さい融雪期の観測データを用

いて干渉 SAR 解析を試みた．さらに，マスタ画像に積

雪期や融雪期の観測データを用いて解析した． 
 干渉 SAR 解析により変動範囲を検出するために，ま

ず，地表面変動の位相値を求めた．次に，地表面変動

の位相値が 2π に畳み込まれていることの解消のため，

絶対量に換算する位相アンラッピング処理を行い，さ

らに位相を変動値へ変換した．最後に，コヒーレンス

解析を行った．コヒーレンスとは可干渉性を言い，積

雪の影響のノイズや積雪下地表変動が乱れた際のノイ

ズの確認に寄与し，干渉 SAR 解析の実現性の可否を見

るものである．コヒーレンス解析値は 0 から 1 の範囲

で示され，この値が 1 に近ければ良い干渉性を示すが，

0.2 を干渉 SAR 解析の実現性の可否の閾値とした． 
 解析に使用した異なる時期の観測データの組合せ

（干渉ペア）を表－1 に示す．表中の積雪深は解析対

象地に置いた地上 5～10 測点における，衛星観測日と

同日の計測値を平均化したものである．衛星観測日と

同日に計測できなかった積雪深は，最寄りの道路テレ

メータにおける衛星観測日のデータ値を参照した． 
解析の対象地は以下の 2 箇所である．一つは，北海

道壮瞥町の大規模地すべりで，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地形が分布し，規模

は東西約 4km，南北約 3～4km に亘る．他は，北海道

三笠市の桂沢ダム貯水池周辺の地すべりで，規模は

1km 四方に亘る． 
 
3．解析結果 

図－1 に左から位相値，それを位相アンラッピング

した変動値，コヒーレンス解析値の画像を示す．各画

像を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． 
まず，干渉ペア（a）において，位相値によると地す

べり末端部 A 部に周囲との違いが判別できる色の変化

が見られ，位相アンラッピングした変動値では A 部に

衛星から 10cm 遠ざかる色の変化が見られた．この部

分では現地 GNSS 連続測量の測点が設けられ，2016 年

11 月に各測点で変動が確認された．一方，図－2 に示

すコヒーレンス解析値の分布では，0.2～0.4 の範囲に偏

り積雪の影響が認められるが干渉性は悪くない．この

ことから干渉 SAR 解析によって地すべりの変動を把

握できたことを示している．さらに，3 月 20 日の雪質

は平均密度 0.44(g/cm3) のざらめ雪で平均含水率は

6.5(%)と乾雪に近く，8 日後の衛星観測時は深夜で表

層は氷点下に曝されていた．すなわち，スレーブ画像

である融雪期の積雪層に電波が侵入し地表面まで届き，

それに加え，積雪深が 30cm 程度だったことにより積

雪層による位相の変化が少なかったと考えられる． 
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次に，干渉ペア（b）（c）の位相アンラッピングした

変動値では変動を検出できなかった．現地定点観測で

も変動は認められなかった．ただし，図－2 に示すコヒ

ーレンス解析値の分布では，0.2 未満の分布が少なく干

渉性が良い．このことから干渉 SAR 解析の実現性が高

いことが言える．電波がもし積雪層の表層や地表面で

反射しているならば位相差が大きくなり干渉性が劣る

ため，マスタ画像，スレーブ画像共に積雪層のある層

で反射していると想定できる．ゆえに，融雪期ではこ

の条件のもと，スレーブ画像で地表面が動けば微小な

変動を検出できる可能性がある． 
 
4．まとめと今後の課題 

無雪期－融雪期の干渉ペアでは積雪層が乾雪に近

く 30cm 程度未満の薄層であれば，干渉 SAR 解析が可

能であることがわかった．ただし，積雪期－融雪期お

よび融雪期－融雪期の干渉ペアで積雪が 30cm 以上で

あっても干渉性が良いため，融雪期の地すべり変動調

査手法として適応性が高い可能性がある．今後は，現

地で変動が認められた場合の検証が必要である． 
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開発機構（JAXA）よりご提供いただきました．ここに

御礼申し上げます． 
文献 
1）倉橋稔幸（2013）：2012 年春季の融雪による土砂災

害，日本応用地質学会北海道支部・北海道応用地質

研究会会報，No.67，pp.7-10． 
2）石塚師也，藤井幸泰，金子誠，高橋亨，松岡俊文

（2017）：干渉 SAR 解析によって推定した地表変動

と地すべりブロックとの関連－白山甚之助谷周辺

の地すべりを例に－，応用地質，Vol.57，No.6，
pp.289-294 

(a) 2016/10/25(無雪期)-2017/3/28(融雪期) 

   

(b) 2017/3/2(積雪期)-2017/4/27(融雪期) 

   

(c) 2017/4/13(融雪期)-2017/4/27(融雪期) 

   

(ⅰ)位相値 (ⅱ)変動値 (ⅲ)コヒーレンス解析値 

図－1 解析結果              原初データⒸJAXA

図－2 コヒーレンス解析値の分布 
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