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衛星SARデータを使用した
道路変状把握技術の可能性について
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陸域観測技術衛星2号「だいち2号」は地図作成・地域観測・災害状況把握・資源探査等幅広い分野で利
用されている。
平成30年度に発生した北海道胆振東部地震による苫小牧寒地試験道路の凹凸等の路面変状に対して「だ
いち2号」の測定したデータは現地計測と比較したところ整合性が確認された。
本稿では「だいち2号」で測定された衛星SARデータを用いた測定技術について報告するものである。
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1. はじめに
宇宙航空研究開発機構（JAXA）から打ち上げられた
陸域観測技術衛星2号「だいち2号」に搭載されている
SAR(合成開口レーダ)を使用し、国土交通省、環境省、
林野庁等の各機関が斜面変状や地殻変動を対象とした取
り組みを進めているところである（図-1）。
平成30年9月6日未明に発生した「北海道胆振東部地震」
は胆振地方中東部を震央とした地震であり、規模はマグ
ニチュード6.7であった。苫小牧寒地試験道路において、
気象庁発表の推計震度分布図（図-2）から震度６弱の強
震が発生したと推定され、路面の変状やクラック等多大
な被害が発生した（写真-1）。
本文では「北海道胆振東部地震」前後のSARデータを
使用し、地震による舗装面の変状について検証を行った
結果を報告するものである。また、地震後において、現
地の路面のひびわれ調査を実施しその結果とSAR解析と
の比較結果も併せて報告する。

図-1 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」

苫小牧寒地試験道路

2. 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の概要
「だいち2号」は「だいち」の後継機として平成24年5
月24日打ち上げられた衛星である。目的は地図作成、地
域観測、災害状況把握、資源調査などで高度628kmで回
帰日数は14日となり、LバンドのSAR(合成開口レーダ)を
搭載している。
搭載されている合成開口レーダとは、人工衛星が移動
しながら電波を送受信して、大きな開口を持ったアンテ
ナの場合と等価な画像が得られるように、人工的に「開
口」を「合成」する技術である。
「だいち2号」は合成開口レーダのみを搭載した衛星
であり、「だいち」より細かいものを識別できる判定分
解能が10ｍから3mと能力が向上している。
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図-2 推計震度分布図（気象庁発表）

写真-1 地震により発生したクラック

3. 干渉SARの原理について

表-1 データ使用日

干渉SARとは同じ地点を観測した、観測日が異なる2
つの合成開口レーダのデータの位相差により地表面の標
高や微小な変位を観測する技術である。
SARは対象との距離を記録するのものではなく受信信
号の1周期における位置を記録する。図-3の干渉SAR概
念図に示すとおり、1回目の観測と2回目の観測で観測対
象の変位がなければ、位相差は0となる。2回の観測で対
象に移動があれば位相に差があり、この位相差を算出す
ることで変位量を算出することができる。

No

衛星名/センサー

撮影年月日

軌道方向

1

ALOS-2/PALSAR-2

2018/08/23

南行

2

ALOS-2/PALSAR-2

2018/09/20

南行

3

ALOS-2/PALSAR-2

2019/05/02

南行

苫小苫寒地試験道路

4. 苫小牧寒地試験道路の干渉SAR解析
(1) 測定日データの選定
苫小牧寒地試験道路の「北海道胆振東部地震」による
路面の変状を解析するため、使用したSARデータの日時
を表-1に示す。2018年9月6日に発生した地震の約10日前
と約15日後および翌年の5月2日のデータを使用した。デ
ータ解析の対象範囲を図-4に示す。
(2)データ解析
使用した衛星画像の組合せを表-２に、解析ペアの

イメージを図-５に示す。マスター画像は観測日が新
しい画像、スレーブ画像は観測日が古い画像である。
干渉 SAR 解析を行うにあたり複数のパラメータを
設定し適切なパラメータ設定について検討を行った。
以下に設定したパラメータを示す。
a) 大域誤差除去フィルター
衛星SARデータには、電離層、水蒸気等の大気等に起
因するノイズが含まれるため、それを取り除く必要があ
る。図-6に大域除去フィルター値を0及び500に設定した
場合の結果を示す。大域除去フィルター値が0(＝フィル
ターをかけない)の場合は、フィルター値を500にした場
合と比べて大気に起因するノイズが乗っていると判断さ
れることから、大域誤差除去フィルターは500に設定す
ることとした。

図-4 解析対象範囲

図-5 干渉SARのペアのイメージ

苫小苫寒地試験道路

表-2 衛星画像の組合せ
解析ペア

マスター画像

スレーブ画像

期間①

2018/08/23

2018/09/20

期間②

2018/09/20

2019/05/02

期間③

2018/08/23

2019/05/02

苫小苫寒地試験道路

図-6 大域誤差除去フィルターの検討
図-3 干渉SAR概念図
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撮

b) ルック数の検討
SARデータの基本的なピクセルは、地表において概ね
3×3mの範囲に対応し、このピクセルのSARデータに含ま
れるノイズが大きい場合には、このピクセル同士の干渉
位相差にも大きなノイズが乗ることになりやすい。そこ
で、干渉位相の信頼度を高めるために、複数のピクセル
の平均を1つの代表値として処理することでノイズを軽
減する必要がある。その処理概念を図-7に示すが、図で
は1ピクセルからなるシングルルック画像を、ルック数
3×3のマルチルック処理している事例となる。本検討で
は、ルック数を2×2と4×4の2種類検討した。ルック数2×2
と4×4の場合の検討結果を図-8に示す。ルック数が大き
くなるにつれて分解能が低くなる傾向を示すのが一般的
であり、図-8においてもその傾向が確認できるが、いず
れのルック数も本検討の目的に応じた適切なルック数と
考えられた。
C) 位相強調フィルターの検討
位相強調フィルターとは、干渉SAR画像に残っている
位相ノイズを低減させ、また変動縞の信号を強調するこ
とで、微細な変動縞をより明瞭にするために行う処理の
ことである。位相強調フィルターの適切なサイズを検討
するため、フィルターサイズ8, フィルターサイズ16,
フィルターサイズ32の3種類を比較検討した。3種類の位
相強調フィルターによる処理結果を図-9に示す。フィル
ターサイズ8では細かなノイズが残っているのに比較し
て、フィルターサイズ16と32ではノイズが低減されてい
ることが確認できたことから、位相強調フィルターのサ
イズは16と32を採用した。
ｄ) パラメータ値の組合せの検討
上述した各種パラメータ毎の検討結果を踏まえると、
ルック数は2×2と4×4の2種類、位相強調フィルターサイ
ズは16と32の2種類が設定値の候補として挙げられる。
さらに、各々のパラメータの最適なパラメータ値の組合
せを絞り込むための検討を行った。ルック数2種類と位
相強調フィルター2種類の4種類のパラメータ値組合せで
の解析結果を図-10に示す。ルック数2×2、位相強調パラ
メータ16の組合せではノイズが軽減できていないが、そ
れ以外の組合せではノイズが軽減できていると認められ
る。ただし、ルック数4×4、位相強調フィルター32の組
合せでは、分解能が低くなった影響で変動発生箇所が漏
れていることが確認されたため、この組合せは最適とは
言えない。
次に、各パラメータ値の組合せでのコヒーレンス画像
を図-11に示す。コヒーレンスとは2時期間の干渉性の高
さを示す尺度であり、0.7以上を黒くマスク表示した。
微細な変動と位相ノイズを分けて抽出するためにはコヒ
ーレンスが高いデータを用いる必要がある。ルック数
2×2、位相強調フィルター16の組合せは全体的にコヒー
レンスが低いため、適切な組み合わせではないと判断さ
れた。
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図-7 マルチルック処理概念

図-8 ルック数の検討

図-10 パラメータの検討（解析ペア①）

図-9 フィルターサイズの検討（期間①）

図-11 コヒーレンスの検討（解析ペア①）
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e) 解析に用いる最適なパラメータ設定
以上の結果から、パラメータ値の組合せのうち、表-3
に示す2種類のパラメータ値組合せが本検討の解析に適
したパラメータの組合せであると判断された。
以降の解析はこのパラメータ組合せ(解析パターン)で
解析を進め、干渉SAR解析結果を用いて、地震前後の変
動量図を作成することとした。なお、大域誤差除去フィ
ルター値は両解析パターンとも500とした。

期間①

表-3 解析に用いたパラメータ
解析パターン

ルック数

位相強調フィルター

パターン①

2x2

32

パターン②

4x4

16

(3) 解析結果
解析パターン①による各期間の変動量を図-12に、解
析パターン②による各期間の変動量を図-13に示す。図
中では、変動の程度を青色系から赤色系のスペクトルで
表現しており、青色系が強いほど、衛星から遠ざかる方
向(沈下の方向)の変動量が大きく、赤色系が強いほど、
衛星に近づく方向(隆起の方向)の変動量が大きいことを
意味しており、緑色は変動があまりないことを意味する。
変動量が最も顕著に表れている図-12および図-13の期間
③に着目すると、苫小牧寒地試験道路周回路の東側に青
色表示になっている部分が見られ、この部分が周辺と比
べて比較的大きな沈下方向の変動が発生していたことが
示唆される。
図-14には、苫小牧寒地試験道路で変動があったと判
断される部分を赤丸囲いにて図示した。比較的大きな沈
下方向の変動が発生していると判断される部分を変動箇
所①として表示している。なお、変動箇所①以外にも、
図-14に示す変動箇所②、変動箇所③の部分で青色が多
少見られる部分があり、これらの範囲でも沈下方向の変
動が発生していたことが示唆される。それ以外の範囲は
緑色となっており、沈下も隆起もあまりなかったと考え
られる。
局部的に比較的大きな沈下方向の変動が発生していた
と示唆される変動箇所①について、円で囲った範囲の変
動量の最大値、平均値および標準偏差を算出した結果を
表-3に示す。表-3には、変動箇所①の円で囲った範囲以
外の範囲の変動量の最大値、平均値および標準偏差も非
変動箇所として示した。変動箇所①は、解析パターン①
では期間①の間に最大で67.1mm、平均12.8mmの沈下方
向の変動があり、解析パターン②では最大で50.3mm、
平均9.1mmの沈下方向の比較的大きな変動があったこと
がわかる。一方、非変動箇所は、解析パターン①では期
間①の間に最大でも10.6mm、平均0.3mmと比較的小さな
変動であった。以上のことから、苫小牧寒地試験道路周
回路では、変動箇所①の部分で最大約60mm程度の沈下
方向の変動が地震の前後に生じていたと、考えられる。
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期間②

期間③

図-12 変動量図（パターン①）

期間①

期間②

期間③

図-13 変動量図（パターン②）

る箇所は、変動箇所①の範囲や変動箇所②の範囲と概ね
整合していることがわかる。また、現地調査では段差が
約10mm程度のひび割れが複数本みられたのに対し、表-3
に示した干渉SARによる変動量では、最大約50～70mm程
度との結果であり、妥当性がある。以上のことから、衛
星干渉SARによって道路の変状を概ね把握できていると
考えられる。
なお、現地の正確な高さの測量については、周辺の基
準点なども動いている可能性があることから、現在調査
中であり、今後は高さの正確な変化と衛星干渉SARの結
果を比較していく予定である。

変動箇所③

変動箇所②
変動箇所①

図-14 変動箇所図
表-3 変動量の算出
変動箇所 ①
パターン①：2×2／32
解

期間①：2018/08/23 –

析

2018/09/20

ペ

期間②：2018/09/20 –

ア

2019/05/02
期間③：2018/08/23 –
2019/05/02
パターン②：4×4／16

解

期間①：2018/08/23 –

析

2018/09/20

ペ

期間②：2018/09/20 –

ア

2019/05/02
期間③：2018/08/23 –
2019/05/02

個数

最大変動量※1[mm]

平均[mm]

SD[mm]

-67.1

-12.8

±10.7

753

-17.9

-1.9

±5.0

771
614

-67.6

(n=)

-18.3

±15.6

平均[mm]

SD[mm]

-50.3

-9.1

±8.4

192

-15.2

-3.7

±4.1

192

-54.9

-15.5

±12.8

181

平均[mm]

SD[mm]

-10.6

0.3

±3.3

772

-8.1

-0.8

±2.9

772

-6.7

-1.4

±1.7

平均[mm]

SD[mm]

-5.8

-3.0

±3.2

192

-8.2

-2.2

±2.9

192

-3.9

0.0

±1.4

192

最大変動量※1
[mm]

写真-2 横断クラック（SP=900）

非変動箇所
パターン①：2×2／32
解
析
ペ
ア

期間①：2018/08/23 –
2018/09/20
期間②：2018/09/20 –
2019/05/02
期間③：2018/08/23 –
2019/05/02
パターン②：4×4／16

解
析
ペ
ア

期間①：2018/08/23 –
2018/09/20
期間②：2018/09/20 –
2019/05/02
期間③：2018/08/23 –
2019/05/02

最大変動量※1
[mm]

最大変動量※1
[mm]

個数
(n=)

772
個数
(n=)

写真-3 噴砂発生状況

5. 現地の被災状況との関係

凡例
縦断方向のひび割れ
横断方向のひび割れ

胆振東部地震発生後約1か月の期間内に、苫小牧寒地
試験道路周回路舗装のひび割れや段差の発生状況を目視
で調査した結果を図-15に示す。KP=900付近には写真-2
に示すような横断方向のひび割れが1本発生し、ひび割
れからは写真-3に示すような噴砂の発生も見られた。
KP=800～900の区間では縦打継目が数センチ開口してい
る状況も見られた。また、KP1400～1700の区間には4本
の横断方向のひび割れが発生し、発生したひび割れ部分
の段差は最大で10mm程度であった。ひび割れが見られる
範囲は、目視で観察すると、周辺と比べて沈下している
状況と判断でき、沈下の方向の変動によってひび割れが
発生したと推測できた。
次に、図-15のひび割れ現地調査図と図-14の干渉SAR
による変動箇所図を比較すると、ひび割れの発生してい

図-15 苫小牧寒地試験道路ひび割れ現地調査図

６. まとめ
干渉SAR解析はこれまでも、地殻変動等に使われていた技
術であるが、道路の路面の変動の計測に使われた実例は無
かったが、本研究において道路のような平面的な箇所の計
測にも使用できることが確認された。広範囲の変動状況を計
測できる本技術は有効な計測手法であると考えられる。
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