
 

地殻変動計測のためのSAR画像分析の高度化に関する研究（第7年次） 

 

 

実施期間 平成 19年度～平成 27年度 

地理地殻活動研究センター 飛田 幹男 

 

1. はじめに 

 SAR干渉解析（InSAR）のアルゴリズムは，SARセンサーの諸元，及び地殻・地盤変動現象（地震，火山活動，

地盤沈下，地すべり）の特性に適合することが必要であり，解析者独自のソフトウェア開発が有効である．国土

地理院がNASAのジェット推進研究所（JPL）と共同で初期開発を行ったソフトウェア"GSISAR"は，当初JERS-1

衛星のSAR干渉解析を対象にし，その諸元に適合した改善を加え，平成7年兵庫県南部地震（1995年），サハリン

北部地震（1995年），鹿児島県北西部の地震（1997年），岩手山の地震（1998年）に伴う地殻変動等を画像として

捉えて，多くの実績をあげた．その後，ALOS PALSARセンサーへの適合化を行い，GSISARの実行形式プログラ

ムを核とし日本語GUIによる制御を取り入れた"新GSISAR"（初版）を，2004年，測地部宇宙測地課が実現した．

GSISAR及び新GSISARは密接な整合・連携が図られつつ逐次改良が加えられている．2006年から2011年には

ALOSによるLバンドSAR観測により，平成19年能登半島地震，平成19年中越沖地震，スマトラ南部沖の地震(2007

年)，平成20年岩手・宮城内陸地震，中国・四川省の地震（2008年），東北地方太平洋沖地震（2011年）等の際に

地殻変動分布図を公表，これらを基に作成した震源断層モデルを通して，地震像の解明や地すべりの研究などに

貢献してきた． 

 

2. 研究内容 

 本研究では，平成26年5月に打上げられたＬバンドSAR衛星であるALOS-2（だいち2号）の諸元，及び地殻変

動計測に適合した解析ソフトウェアの開発・改良を行うとともに，SAR画像分析手法の高度化を行う．開発した

成果は，測地部の高精度地盤変動測量事業で利用している干渉解析ソフトウェアへ逐次反映させている． 

 平成26年度は，ALOS-2の実データを用いたソフトウェアのチューニングを中心に行った．特に，人工ノイズ

除去，データの大容量化及びPCの高性能化対応，ScanSAR対応に伴う干渉解析ソフトの開発を測地部及び事業者

と連携しつつ実施した． 

 

3. 得られた成果 

3.1 人工ノイズ除去 

 近年の無線局の急激な増加に伴い，御嶽山のSARデータにも地上からの電波干渉（人工ノイズ）が含まれ，災

害対応に支障が生じた．従来，こうした人工ノイズ除去作業はLevel 0データで行われてきたが，ALOS-2ではLevel 

1.0のデータが提供されることが多くなったため，Level 1.0データつまりSLC (single look complex)データでも人工

ノイズ除去作業が可能となるように"rmnoiseSLC"を新たに開発した．このプログラムで処理した御嶽山のSLCデ

ータ（図-1）強度画像のFocusingが向上，干渉画像のコヒーレンスが明瞭に向上し（図-2），災害対応上の支障が

解消した．"rmnoiseSLC"では，周波数空間でノイズ部分の値を平均値の他，ゼロにすることも選択できるように

した．また，入力データがすべてゼロの場合の高速処理機能を追加した． 

3.2 データの大容量化及びPCの高性能化対応 

 近年のSARデータは，高分解能化，ScanSAR対応，Single-look master処理等によりSARデータ容量（ファイルサ

イズ）は巨大となった．一方，近年のPCの高性能化（特にメモリ容量の増加）は顕著である．こうした状況をふ
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まえ，地形縞シミュレーション関連プログラム"SimDem", "SimDem10", "SimAgain"のレンジピクセル数の上限を

2万ピクセルから4万ピクセルに修正した（それぞれ，Ver.6.3）． 

 SAR画像マッチング処理の結果得られたtie-points（対応点）候補群から，標準偏差，χ二乗検定，画像分布のバ

ランスを勘案して，有効な対応点のみを自動的に抽出するプログラム"cullaffinea"が処理可能な最大対応点数を１

万点から6.5万点へ修正した（Ver.1.18）．10万点までの拡張には手間がかかることが判明した． 

 その他，64bit PCへ対応するため"bl2ra" Ver.1.7, "ra2enu" Ver.1.01, "enu2phi" Ver.1.01, "ra2phi" Ver.1.05を作成した． 

3.3 ジオコードのScanSAR対応 

 レーダー座標系のSAR画像の各画素に緯度・経度・楕円体高を付加するプログラム"geocodbl.c"に，出力ファイ

ル画素間隔として，ScanSARに対応する270 m, 240 m, 210 m, 180 m, 150 mの5つを追加，合計21種類へ（Ver.3.01）． 

3.4 北方領土対応10mDEMファイルの作成 

 北方領土の基盤地図情報 数値標高モデル 10mメッシュ（標高）データに基づき，地形縞シミュレーションプ

ログラムが読み込み可能な10mDEMファイルを作成した．なお，DEHM（Digital Ellipsoidal Height Model；飛田, 

2002）はジオイド高モデルが未整備のため未作成． 

 

4. 研究成果の活用 

 本研究により開発されたプログラムは，平成26年9月27日の御嶽山噴火及び平成26年11月22日の長野県北西部

の地震のSAR干渉解析に貢献した． 

 

  
図-1 開発した"rmnoiseSLC"による人工ノイズ除去の効果を示すSLCデータのレンジ方向周波数スペクトラム．横軸

はレンジ方向の周波数，縦軸はdB単位の周波数スペクトラム．（左）地上からの人工ノイズを含む生のSLCデー

タのスペクトラム，（右）人工ノイズ除去後のスペクトラム． 

 

 

図-2 開発したプログラム

"rmnoiseSLC"によ

る人工ノイズ除去の

効果を示す御嶽山の

SAR干渉画像．

（左）地上からの人

工ノイズの影響を含

む干渉画像，（右）

人工ノイズ除去後の

干渉画像．コヒーレ

ンスの改善が明瞭． 

 

-91-



 

フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進にかかる 

地殻変動観測研究（第5年次） 

 

 

実施期間         平成 22 年度～平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター 飛田 幹男  今給黎哲郎 

研究管理課      塩谷 俊治 

地殻変動研究室    水藤  尚  小林 知勝 

宇宙測地研究室    川元 智司 

測地部宇宙測地課     山中 雅之 

 

1. はじめに 

 「フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進」は，JICA（独立行政法人  国際協力機構）

と JST（独立行政法人 科学技術振興機構）が連携して，環境・エネルギー，防災，感染症対策などの

地球規模課題について，日本と開発途上国の大学・研究機関を支援して推進される国際共同研究の枠

組みで実施される事業である．当該プロジェクトは，独立行政法人  防災科学技術研究所の井上公国際

地震観測室長を日本側代表者として，多数の大学・研究機関が参加しており，国土地理院は「地震発

生ポテンシャル評価」（サブプロジェクトリーダー・京都大学・大倉敬宏教授）に加わっている．本件

調査研究は，プロジェクト内で国土地理院が実施する GPS 連続観測点の設置と，連続観測による地殻

変動の検出に関わる課題である．  

 

2. 研究内容 

 ミンダナオ島東方沖にはフィリピン海プレートが東から沈み込むフィリピン海溝が南北に伸びてお

り，日本列島と同様にプレート境界における大地震が発生する場にあると考えられている．この地域

に GPS 連続観測点を設置することで，プレート間固着の状態及びフィリピン断層のクリープの有無を

推定するとともに，地殻変動の検知能力を向上させることが本観測研究の主目的である．  

 

3. 平成 26 年度実施内容と得られた成果  

 ミンダナオ島北東部のButuan市，Tandag市，Talacogon市に設置したGPS連続観測点BTUN，TNDG， 

TCGN（図-4）に，6月と9月に訪問し，機器の点検調整・交換とGPSデータ回収を行った．また，停電

対策として，リチウムポリマー電池をデータロガーに接続するとともに，バッテリー液が下がること

もある自動車用のメンテナンスフリー鉛蓄電池を完全密閉型の国産鉛蓄電池に交換した．当初の予定

を上回る成果として，全観測点にインターネット接続が確立し，オンラインでのデータ収集が可能と

なった．ただし，TNDGとTCGNではDHCP接続であり，回線は細く，停電も多いことから，接続の安

定性は低いため，環境に合わせたチューニングと改善が必要と考えられる．  

 IGS最終暦，Niell mapping関数，FES2004と共にBernese解析ソフトウエアVer. 5.0を用いて，スンダプ

レートに対するITRF2008座標系における日々の相対座標を計算した．計算等の詳細は，Tobita et al., 

(2015)を参照されたい．以下に紹介する地殻変動関連数値は，論文投稿後のオンライン収集によるデ

ータを追加した結果である． 

 BTUN（図-1）では，ほぼ西北西方向へ約5.3 cm/年の水平変動速度と，約1.6 cm/年の沈降が観測され

た．TNDG（図-2）では，ほぼ西北西方向へ約6.8 cm/年の水平変動速度が観測された．TCGN（図-3）
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では，ほぼ西北西方向へ約6.3 cm/年の水平変動速度が観測された．BTUNの定常的な沈降の原因は，

フィリピン断層の逆断層運動と考える．この場合，断層の傾斜方向は東傾斜でないといけないが，断

層東側は山地，西側は盆地という地形と調和的である．図-4は，TCGNに対するBTUNとTCGNの相対

的な水平変動ベクトルである．フィリピン海溝に垂直な変動成分に着目すると，プレート境界の固着

に起因すると考えられるTNDGとBTUNは圧縮性の変動が見られる．また，フィリピン断層に平行な成

分では，断層の左横ずれクリープを示すような1.6 cm/年の定常変動が観測されている．H25年10月15

日にボホール島で発生したM7.2の内陸地震に伴う5 mm未満の地殻変動も捉えられており（図-1，2，

3），Kobayashi (2014)の震源断層モデルパラメータを用いた計算値と大きさ・方向ともに調和的である．

以上のように本プロジェクトでミンダナオ島に設置した3つのGPS連続観測点は，プレート運動，活断

層クリープ，地震に伴う地殻変動を捉え，この地域の地殻変動検知能力を向上させた．  

 

 

図-1 BTUN観測点のGPS時系列 

 

 

図-2 TNDG 観測点の GPS 時系列 
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図-3 TCGN観測点のGPS時系列 

 

 

図-4 TCGN観測点に対する水平変動ベクトル 
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特許第 5132731 号が提供する座標換算に係る写像の非等角性についての調査 
 

実施期間 平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター研究管理課 河瀬 和重 

 

1. はじめに 

平成 25 年 1 月 30 日付けで，特許第 5132731 号*（以下「本特許」という．）が発行された．本特許

は，「『等角投影法により』地球楕円体を投影する平面直角座標Ｘ，Ｙ上の座標値から地球楕円体上の

少なくとも緯度を求めることが可能な位置計算装置について、縮尺係数の取り扱いを柔軟に行うこと

にて、誤差の低い新規な装置を提供すること」（本特許文献の段落【００１２】から原文のまま引用，

『』括弧は筆者が付与）を発明の開示事項としている．しかしながら，本特許が採用している写像に

は，当院がこれまで用いてきたそれとは明確な差異があり，従前の座標換算結果との無視できない齟

齬も確認されるなど，公共測量等での実務上混乱を招きかねない事態となっている．  

本調査では，誤差の程度はともかくとして，そもそも本特許が提供している位置計算装置の基礎と

なっている座標換算に係る写像が，公共測量等における測量実務にとって特に重要な要件である“等

角性”を有しているかを確認することで，当院が今後本特許を活用していく余地が幾許でもあるのか

否かについて判断するための評価を試みた． 

 

2. 調査内容 

本特許文献において，段落【００７５】から【００７８】にかけて，平面直角座標から経緯度座標

への換算の逆算を行うことにより，本特許での発明に係る方法で得られた計算結果の精度を検証して

おり，順方向及び逆方向の計算結果は一致していると結論づけている．  

本調査では，当該逆算による検算法について取り上げ，各座標で構成される複素数を引数とする写

像関数の正則性に関して精査検討し，採用されている写像が等角性を担保しているかどうかを数学的

に確認することにより，その逆写像であるところの本特許で提供されている位置計算の写像が等角性

を有するか否かについて調査した． 

 

3. 得られた成果 

逆換算時の検算用として本特許文献にて紹介されている経緯度  (𝜑, 𝜆)  ⇒平面直角座標  (𝑥, 𝑦) の座標

換算と称する写像は，Δ𝜆 = 𝜆 − 𝜆0 とし，複素数  𝜁, 𝛺, �̅�, 𝑍 をそれぞれ  𝜁 = 𝜉 + i𝜂,   𝛺 = 𝑞(𝜑) + iΔ𝜆,   �̅� =

𝑞(𝜑) − iΔ𝜆,   𝑍 = 𝑥 + i𝑦 と設定したとき，便宜的に次の二段階の写像として解釈することができる． 

𝜁 = 𝑓(𝛺),   𝑍 = 𝑚𝜁 ただし  𝑚 =
𝑚0√d𝜉2 + d𝜂2

𝑁(𝜑) cos 𝜑 √d𝑞2 + d(Δ𝜆)2
=

𝑚0√𝑓′(𝛺)𝑓′(�̅�)

𝑁(𝜑) cos 𝜑
=

𝑚0√𝑓′(𝛺)𝑓′(�̅�)

𝑓′((𝛺 + �̅�) 2⁄ )
 

ここで，𝑞(𝜑) 及び  𝑁(𝜑) はそれぞれ地理緯度  𝜑 における等長緯度及び卯酉線曲率半径を指し，𝜆0 及び

 𝑚0 はそれぞれ中央子午線上の経度及び縮尺係数（0.9999）を表す．また，複素関数  𝑓(𝛺) は正則関数

であり，Gauss-Krüger 投影の定義に基づき，実軸上（すなわち中央子午線上）における関数値  𝑓(𝑞(𝜑)) 

が赤道から地理緯度  𝜑 に至る子午線弧長に相当するよう設定するものとする．  

上記写像について，𝛺 から中間変数  𝜁 への写像は複素関数  𝑓 の正則性を想定しているので等角写像

である（本特許文献においても末尾に掲載の参考文献⁑に基づき，そのことを前提に計算式を提示し

ている）．平面直角座標系で用いる本来の Gauss-Krüger 投影の運用としては，𝜁 から  𝑍 への写像につい

ては，𝑚 を如何なる座標にも依存しない定数  𝑚0 に置き換え，𝑍 = 𝑚0𝜁 とすべきところである．そうす
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れば，𝛺 から  𝜁 へ，そして  𝜁 から  𝑍 への一連の写像については，ひとまとめに  𝑍 = 𝑚0𝑓(𝛺) と書き表す

ことができ，複素関数  𝑓 の正則性を想定する限りにおいて  𝛺 から  𝑍 への写像として等角性が担保され

ている（当然であるが，当院では平面直角座標系の設定に当たりこのような運用をしている）．  

一方で，本特許が提供する写像は，同様に  𝛺 から  𝑍 への写像としてひとまとめに考えると，次のよ

うに書き記されるところとなる：  

𝑍 = 𝑚𝑓(𝛺) =
𝑚0√𝑓′(𝛺)𝑓′(�̅�)

𝑓′((𝛺 + �̅�) 2⁄ )
𝑓(𝛺) = 𝐹(𝛺, �̅�) 

すなわち，𝑚 を座標に依存しない定数として設定していないために，写像関数が  𝛺 のみならず  𝛺 の共

役複素数  �̅� にも依存してしまっている．  

一般に写像関数の正則性の必要条件として，当該関数の引数である複素数の実部及び虚部を独立変

数とする，連立偏微分方程式の形をした Cauchy-Riemann の関係式がよく用いられるところであるが，

Cauchy-Riemann の関係式には単独の偏微分方程式の形をした，いわゆる“複素形式”なる表現も存在

する†．その趣旨において写像関数  𝐹 の正則性を担保するためには，  

𝜕

𝜕�̅�
𝐹(𝛺, �̅�) = 0 

を満たすことが要求される．つまり，正則である写像関数は，当該写像の対象となる座標で構成され

る複素数のみに依存し，当該複素数の共役複素数には顕に依存してはならないのである．  

それにもかかわらず，本特許が提供している写像関数  𝐹(𝛺, �̅�) は  �̅� に顕に依存していることが式の

形から明らかであり，それ故に  𝛺 から  𝑍 への写像関数は正則関数ではない．他方で，ある写像が等角

性を有するならば，当該写像をつかさどる写像関数は正則であるという事実が認知されている‡．し

たがって，この命題の対偶として，𝛺 から  𝑍 への写像関数が正則関数ではないという状況は，当該写

像が等角写像にはなり得ないことを示唆している． 

以上により，本調査において得られた成果として，等角性が失われている写像関数を逆換算の検算

として用いることで，その一致性が確認されたと本特許文献にて謳われている，平面直角座標⇒経緯

度の座標換算（と称するもの）は，当然ながらその等角性が失われていることが結論づけられた．  

 

4. 結論 

本特許が提供している位置計算装置の基礎となっている，座標換算に係る写像の等角性が失われて

しまっていることが数学的に示された．このため，当該座標換算は，ある座標からある座標への写像

の一つとしては存在し得るものであるということ自体は最大限に譲歩して容認できたとしても，当院

が測量行政の目的で使用することは到底できない類のものであることが改めて確認された． 
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