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ALOS/PALSARによる干渉画像の概要

　JAXAが2006年に打ち上げた地球観測衛星「だいち
（ALOS：Advanced Land Observing Satellite）」は、
パンクロマチック立体視センサ（PRISM）、可視近赤
外放射計（AVNIR-2）、フェーズドアレイ方式Lバン
ド合成開口レーダー（PALSAR）の3つの地球観測セ
ンサを搭載している（Shimada et al.（2010）、島田
（2010））。
　合成開口レーダー（SAR）は、移動中に複数回電
磁波を照射し、観測される反射波を解析的に合成する
ことで、通常のレーダーより高精度に地表の状態を観
測するものである。また、合成開口レーダーの解析結
果は、2時期にわたる同一地点での結果を干渉処理す
ることで、測定時点間の地表面の変動状況を解析する
ことが可能である。本検討では、この干渉合成開口レー
ダー（InSAR）技術を用いて作成した干渉図を用いた。
人工衛星によるInSARを用いた観測の基本的原理は
竹内（1996）等多くの既往文献に詳述されているので
詳細は割愛する。
　InSARを用いた地すべり抽出の試みは世界的に行
われており（例えばHilley et al.（2004）、L., Cascini 
et al.（2009）等）、日本においては板谷地すべりの事
例（Kimura and Yamaguchi（2000））、遠音別岳地す
べりの事例（関口他（2005））等が報告されている。

研究目的

（財）砂防・地すべり技術センター（STC）では、独
立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との共同
研究である、「地球観測衛星等による土砂災害の抽出
手法に関する共同研究」を平成21年度より実施してい
る。共同研究は、衛星及び航空機合成開口レーダーに
よる土砂災害を検出し、砂防業務における衛星情報利
用のあり方を検討することを目的とする。
　本稿では、合成開口レーダーの干渉処理を用いた地
すべり現象の抽出及び移動量把握手法を検討する目的
で、山形県月山周辺部の合成開口レーダーによる干渉
図を元に土砂移動懸念箇所の抽出を試み、現地確認を
実施した結果を報告する図-1。

月山及び周辺地域の概要

　月山は山形県中央部に位置する標高1984mの火山で
ある。最後の火山活動は約30万年前と言われており、
現在の山容はなだらかであり、その山体は、東に位置
する山形盆地、西に位置する庄内平野から遠望するこ
とが可能である。
　月山の山麓部には火砕流砕屑物が厚く堆積してお
り、広域的に地すべり地域が広がるとともに、河川へ
の多量の土砂の供給源となっている。

図-1 月山及び周辺地域の位置図
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候、地表の植生状況、降雪状況等の影響を受ける可能
性がある。残雪がない同季節同士の干渉性が良好であ
ると考えられること、地すべりのような緩慢な土砂移
動は短期間の比較では抽出されない可能性があること
から、本検討では、最も干渉性が良好であったデータ
を使用した。

結果

4.1　干渉結果とGPS変位量の対照結果

　国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所は、月山
地区地すべりにおいて、GPSを主体とする地表面の観
測を実施している。新庄河川事務所より提供いただい
たGPS観測結果の月平均変動量と干渉図の関係を図-3

に示す。なお、GPSは1ヶ年程度観測が実施されたも
のを対象とし、2009年10月までの月変動量を用いた。
　その結果、変動量と干渉縞に明瞭な応答関係は認め
られないが、月変動量が10mm以上の箇所については、
干渉縞中に位置することが確認された。現時点では、
本地区において干渉縞から地表の変動量を定量化する
のは非常に困難であると考えられるため、以降の検討
では定量的な検討は実施せず、定性的な干渉縞の分布

　特に、ALOSを利用した事例として、宇根他（2008）
は、2007年に発生した能登半島地震及び中越沖地震前
後の干渉画像を作成し、能登半島地震の際に活動した
と想定される地すべりの抽出に成功している。
　また、近年は、本報告で対象とする月山地区内に位
置する七五三掛地すべり及び志津地すべりにおいて
InSARを用いた地すべり抽出事例が報告されている
（佐藤他（2009）、佐藤他（2010））。
　本検討で使用した干渉図を図-2に示す。干渉処理、
図面作成はJAXAが実施し、その成果を基に土砂移動
懸念箇所の抽出作業を実施した。本検討において使用
したデータは、2006年9月12日と2008年9月17日の2時
期の干渉処理データである。ALOSにおいては、植生
の影響が少ないと考えられるLバンド（0.5～1.5GHz）
センサを搭載しており、その波長は23.6cmである。し
たがって、干渉図において変位差がk cmの場合は、2
時期の衛星方向への変位差が11.8×n＋k cmであるこ
とを示している（nは任意の整数）。この干渉結果は、
2時期の相対変位を表しているが、SAR干渉画像内の
無限遠方をゼロにする、あるいは基準点を使用する等
で絶対変位を計算することができる。
　InSARの干渉性は、データ取得時の軌道間距離、天

図-2 使用したSAR干渉図、使用したSAR処理ソフトはSIGMA-SAR
図-3 GPS観測結果と干渉図の対照結果
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して非常に大きいため、土砂移動懸念箇
所の抽出においては影響が生じないと考
えられる。
②西向き斜面ではノイズが多い
　本検討で使用した干渉図においては、
干渉性が低い西向き斜面が複数箇所に分
布している。当該箇所を図-4中において、
緑色のハッチングにて区分し示す。
　西向き斜面で干渉性が低いことが、西
向き斜面の活動性が高いことを示してい
る可能性は否定できないが、干渉性の東
西方向の影響は衛星が斜め方向から観測
を実施している影響である可能性が高い
と想定される。
　今回使用した干渉図は南行軌道におけ
る観測結果を基にしており、当該地区に
向かって東側から観測を実施している。
したがって、ここでは、西向き斜面にお
いて干渉性の低い箇所はノイズによるも
のと評価し、土砂移動懸念箇所の検討対
象から除外した。

　今回除外した範囲においては、別途干渉性の良好な
北行軌道に基づく干渉図を用いて別途評価を行うこと
が望ましいが、現時点で今回使用した干渉図と同等に
良好な干渉性を有するデータセットが存在しないため
今回は評価していない。
③ダム水面では干渉縞が存在する
　図-4中には、3つの大規模な貯水ダム（東から順に
寒河江ダム、月山ダム、八久和ダム）が存在する。そ
れぞれのダム上流部にはダム湖が存在するが、そのい
ずれにおいても干渉縞様の色相の変化が確認された。
　これは、同時に受信された不要波同士の干渉縞の可
能性があるが、本検討ではダム湖であることが明らか
であるため、水位変動箇所と分類し、土砂移動懸念箇
所から除外した。
④地形に無関係なノイズが生じている範囲が存在する
　図-4中、北西部の領域及び中央部の月山西麓におい
ては、斜面方向、標高に関係なく干渉性の低い領域が
分布している。干渉性が低い原因については現状では
明らかではないが、本検討では干渉図の精度向上を目
的としていないため、不明なノイズであるとして、土
砂移動懸念箇所の抽出対象範囲から除外した。

位置と地すべりの想定される地形の対照を実施するこ
ととした。

4.2　干渉結果の分類と土砂移動懸念箇所の抽出

　月山地区地すべり、及び、立谷沢川流域における干
渉データ及び地すべり地形の対象結果を図-4に示す。
　地すべり地形は、広域で同精度の成果が得られてい
る防災科学技術研究所が公開している地すべり地形分
布図データベース（井口他（2001）等を参照のこと）
を用いた。
　SAR干渉データと現地の地形図、地すべり地形分
布を対照した結果、以下のことが確認された。
①位相差には標高依存性が認められる
　図-4の中央に位置する月山山頂（標高1984m）周辺
を中心とする高標高部においては全体的に黄色が主体
である一方、南東部の寒河江川扇状地周辺においては
青から緑が主体であるなど、標高に応じた色相の変遷
が確認される。
　位相差の標高依存性の原因は、水蒸気の高さ分布に
よるものと推測される。
　この標高依存性から生じる縞は地すべり地形と比較

図-4 使用したSAR干渉図、使用したSAR処理ソフトはSIGMA-SAR
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⑤ 一部の箇所では地すべり地形に
整合する干渉縞が確認される

　②～④において除外した領域以
外において、複数の箇所で干渉縞
が確認された。ここでは、地すべ
り地形の周囲あるいは内部に干渉
縞が確認された箇所を土砂移動懸
念箇所とみなした。当該箇所は
図-4における赤色の破線箇所に該
当する。
　ただし、干渉縞とノイズの分離
手法は確立されていないため、本
分類において著者の主観が含まれ
ることは否定できない。したがっ
て、土砂移動懸念箇所の抽出にあ
たっては見落としあるいは誤検出
の可能性が否定できない。
　InSARによる地すべり抽出に関
する既往研究の多くは、衛星デー
タを用いた地形変動の抽出に主眼が向けられており、
地すべりの現地状況との対照を必ずしも実施していな
い。従って、見落としあるいは誤検出の可能性は多く
の既往研究でも存在するものと想定される。
　InSARを活用して、地すべり対策検討を実施するた
めには、干渉画像において抽出された地すべり地と、
現地において生じている変動状況の整合性の確認が不
可欠であると考えられる。
　そこで、本検討では抽出した土砂移動懸念箇所のう
ち、4箇所を対象とした現地確認を実施し、抽出の妥
当性を評価した。現地確認を実施した土砂移動懸念箇
所を図-5に示す。なお、現地確認は2010年8月及び9月
に実施した。

4.3　土砂移動懸念箇所における現地確認結果

4.3.1　水沢川右岸上小沼周辺斜面（図-4中①に該当）

　図-5に水沢川の右岸に位置する上小沼周辺部の干渉
結果及び現地踏査写真を示す。本地区においては、複
数の地すべり地形を含む領域で干渉縞が確認される。
　現地踏査は、地内を通る車道を対象として地すべり
の影響を確認した。その結果、本地区においては地す
べり地形の境界部を中心として複数の箇所で地すべり
が原因と考えられる、道路の段差、線形の歪み、樹幹

形状の歪みが確認された。なお、本地区は、山形県に
より農林省所管の地すべり防止区域に指定されている。

4.3.2　月山地すべり志津地区（図-4中②に該当）

　図-6に志津地区の干渉結果及び現地踏査写真を示
す。本地区においては、現在国土交通省による直轄地
すべり対策事業が進められている。本地区において確
認される干渉縞は必ずしも地すべりブロックと範囲が
一致していない結果となっている。
　しかし、現地踏査により確認される地すべりによる
と考えられる変状箇所は、干渉縞の周辺に位置するこ
とが確認された。

4.3.3　七五三掛地すべり周辺（図-4中③に該当）

　図-7に七五三掛地すべり周辺の干渉結果及び現地踏
査写真を示す。
　七五三掛地すべりは、2009年に活動が活発化し、そ
の後の対策により2010年現在は顕著な活動は認められ
なくなっている状況にある。InSAR処理をした2006年
9月から2008年9月の期間においては、七五三掛地すべ
りの活動箇所には干渉縞は確認されていない。ただし、
佐藤他（2009）の研究成果同様に、七五三掛地すべり
の東に隣接する斜面において干渉縞が確認された。

図-5 水沢川右岸上小沼周辺斜面における干渉結果と現地確認写真
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5　現地踏査は、地内を通る車道を対象として地すべり
の影響を確認した。その結果、本地区においては地す
べり地形内部の複数の箇所で地すべりが原因と考えら
れる、道路の段差、線形の歪みが確認された。

4.3.4　濁沢上流左岸部斜面（図-4中④に該当）

　図-8に濁沢上流左岸部斜面の干渉結果及び現地踏査
写真を示す。
　本斜面では、1993年に下部斜面において大崩壊が生

じており、干渉縞の範囲は崩壊
部の上部に広く分布している結
果となっている。
　現地踏査は、地内を通る登山
道を対象として広義の地すべり
の影響を確認した。その結果、
干渉縞内部において、複数の箇
所で表層崩壊の進行や、過去に
生じた転石の風化の進行に伴う
2次移動と考えられる亀裂、樹
木根系の緊張等が確認された。
しかしながら、今回の調査から
は干渉縞の全域に及ぶような広
範囲の岩盤クリープが発生して
いるかについては十分な根拠が
得られなかった。本地区におけ
る大規模な斜面変形の有無を確
認するためには、今後の更なる
動態確認が必要である。

4.3.5　黒渕地すべり（図-4対象外）

　図-9に黒渕地すべりの干渉結
果を示す。黒渕地すべりにおい
ては、1972年から2004年まで国
土交通省の直轄事業による対策
がなされており、現在は変位が
終息し安定性を確保している状
況にある。
　本地区のInSAR干渉図から
は、干渉縞は確認されず、地す
べりの動態と整合する結果と
なった。

まとめと今後の課題

　本研究から、以下の点が明らかになった。
•活動性の高い地すべりの抽出について
　干渉図から活動している地すべりを確認できること
が分かった。しかし、見落とし及び誤検知の可能性も
ありえるため、他の手段と併用した抽出が必要である。
•地すべりブロックの範囲の特定
　干渉画像から得られる活動範囲は地上調査によるブ

図-6 月山地すべり志津地区における干渉結果と現地確認写真

図-7 七五三掛地すべり周辺における干渉結果と現地確認写真
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ロック形状と必ずしも一致しない。
・地すべりの移動量観測
　月山地区においては、干渉図による「移動量の特定」
は現時点では極めて困難である。
・対策済み地すべりの監視
　概成後の地すべりにおける干渉縞は認められず、監
視目的として活用できる可能が認められた。ただ、定
量的判断が困難であるため、現地観測と併用した評価
が必要である。
・深層崩壊の懸念される斜面の抽出

　一部の干渉縞確認箇所では深層
崩壊の前兆現象を捉えている可能
性もある。ただし、深層崩壊の発
生が懸念される斜面が平常時にも
変動しているとは限らないため、深
層崩壊懸念箇所の特定にあたって
は他の手法と併用した評価が必要
である。
　今回の確認結果は、評価事例が
限られるため、InSARの結果を地
すべり対策事業に役立てるために
は、Ascendingとの比較検証、他
地区での検証、詳細な現地確認等
を実施し、より精度の高い評価検

討が必要であると考えられる。
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