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1. はじめに  

宇宙測地課では，陸域観測技術衛星 2 号「だいち 2 号」（ALOS-2）（以下「ALOS-2」という．）に搭

載された合成開口レーダー（SAR）のデータを用いた 2 パス法による SAR 干渉解析を実施し，日本全

国の地殻変動を定常的に監視している（以下「全国定常解析」という．）．現在，ALOS-2 は設計寿命を

超えて運用しており，その後継機として先進レーダ衛星「だいち 4 号」（以下「ALOS-4」という．）の

打上げの準備が進められている．ALOS-4 の運用開始後は，観測頻度が現状の 5 倍になること等で，

より微小な地殻変動が把握できると期待されている．一方，ALOS-4 の大量の観測データを解析処理

するためには，従来の SAR 干渉解析システム（以下「解析システム」という．）の改良が必要となる． 

そこで，宇宙測地課では，ALOS-4 の打上げ後も定常解析を継続し，より高精度に地殻変動を監視

するために，解析システムの改造と解析手法等の検討を進めている．  

本年度は，ALOS-4 の高頻度観測データを活用することで，年間 1cm 程度の微小な速度で進行する

地盤・地殻変動とその時間推移を把握できると期待される干渉 SAR 時系列解析（以下「時系列解析」

という．）を国内の火山を対象として実施した．また，大量の観測データを効率的に処理するため，SAR

干渉解析の自動化に向けた干渉 SAR 高次処理ソフトウェア（以下「高次処理ソフト」という．）の改

造を実施した．  

 

2. 時系列解析  

2.1 概要  

時系列解析は，多数枚の SAR 干渉解析で得られる画像を統計的に処理することで，この画像に含ま

れている誤差を低減させ，変動検出精度を向上させるとともに，変動の時間推移が把握できる手法で

ある．時系列解析の代表的な手法として，PSI 法（Ferretti et al., 2001）と SBAS 法（Berardino et al., 

2002）が挙げられる．国土地理院では，地盤・地殻変動の時間推移を高精度かつ高分解能で検出する

ことを目的として，PSI 法及び SBAS 法による干渉 SAR 時系列解析システム（以下「GSITSA」とい

う．）を開発した（小林ほか，2018）．そして，林ほか（2019）では GSITSA を用いた国内の火山地域

と地盤沈下地域を対象とした ALOS-2 データの解析を実施したところ，平野部だけでなく山間部にお

いても微小な地盤・地殻変動の時間変化を捉えられ，解析手法として SBAS 法が有効であることが確

認された．  

以上を踏まえて，国内のほかの火山についても GSITSA を用いた SBAS 法による時系列解析を実施

した．  

 

2.2 解析結果  

 国内 111 の火山のうち，口永良部島，草津白根山及び焼岳を対象として，ALOS-2 の過去数年分の

データを用いて実施した時系列解析結果について述べる．  
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2.2.1 口永良部島の解析結果 

 口永良部島では，2015 年に火砕流を伴う爆発的噴火（平成 27 年口永

良部島噴火）が発生し，2018 年以降も小規模な噴火が発生している．

ALOS-2 によって 2015 年 2 月から 2020 年 11 月までに 27 回の南行軌道・

右方向観測が実施されており（表-1），このデータを用いて時系列解析を

実施した（図-1）．また，不動点を電子基準点「口永良部島」付近とし，

任意の地点 A，B 及び C での衛星-地表間の変位量を求めた（図-2）．  

解析の結果，火口部等で一部非干渉により欠損部分があるが，火口周辺

で火山活動に伴うものと考えられる衛星から遠ざかる変動が見られる．

また，長期的には衛星から遠ざかる変動が見られるが，噴火の直前では衛

星に近づく変動も見られること，そして直近の 1-2 年間は衛星から遠ざか

る変動が鈍化していることがわかる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 口永良部島の時系列解析結果（変位速度図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 口永良部島の時系列解析結果（変位量グラフ）．地点 A，B 及び C の位置は図-1 を参照 

表-1 口永良部島の観測情報 

口永良部島 
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2.2.2 草津白根山の解析結果 

 草津白根山では，2018 年 1 月に本白根山で噴火が発生している．

ALOS-2 によって，2014 年 10 月から 2020 年 11 月までに 21 回の南行軌

道・右方向観測が実施されており（表-2），このデータを用いて時系列解

析を実施した（図-3）．また，不動点を電子基準点「草津」付近とし，任

意の地点 A，B 及び C での衛星-地表間の変位量を求めた（図-4）．  

解析の結果，一部非干渉による欠損部分があるが，噴火が発生した本

白根山の近辺，特に 2018 年 1 月の噴火による火口列が存在する鏡池の

北側で衛星から遠ざかる変動が見られること，そして噴火後の 2019 年

7 月頃まで衛星から遠ざかる変動が継続していたことがわかる．なお，

草津白根山の湯釜近辺では明確な変動は見られなかった．  

 

 

 

 

図-3 草津白根山の時系列解析結果（変位速度図）（左：全体図 右：本白根山周辺の拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 草津白根山の時系列解析結果（変位量グラフ）．地点 A，B 及び C の位置は図-1 を参照 

表-2 草津白根山の観測情報 

草津 
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2.2.3 焼岳の解析結果  

焼岳では，2019 年に空震を伴う火山性地震が発生した．ALOS-

2 によって，2014 年 9 月から 2020 年 9 月までに 11 回の南行軌道・

右方向観測と，2014 年 8 月から 2020 年 5 月までに 10 回の北行軌

道・右方向観測が実施されており（表-3），これらの観測データを

用いて時系列解析を実施した（図-5）．また，不動点を気象庁観測

点「大正池南」付近に定め，任意の地点 A，B 及び C での衛星-地

表間の変位量を求めた（図-6）．  

解析の結果，南行軌道の観測では焼岳の北東側で衛星に近づく

変動が見られるが，焼岳の北西側では衛星から遠ざかる変動が見

られる．一方，北行軌道の観測では，焼岳の北西側で衛星に近づ

く変動が見られるが，北東側では衛星から遠ざかる変動が見られ

る．これらの変動は，焼岳の火口のやや北側を中心に膨張していることと調和的である．これらの結

果から，従来の SAR 干渉解析では検出が困難な微小な変動を，時系列解析を行うことにより有意に検

出できることがわかる．  

図-5 焼岳の時系列解析結果（変位速度図）（(a)2014/9/30～2020/9/8，(b)2014/8/22～2020/5/22） 

 

表-3 焼岳の観測情報 

 

大正池南 

大正池南 
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 図-6 焼岳の時系列解析結果（特定地点の変位量グラフ）．地点 A，B 及び C の位置は図-5 を参照 

（(a)2014/9/30～2020/9/8，(b)2014/8/22～2020/5/22） 

  

3. SAR 干渉解析の自動化に向けた高次処理ソフトウェアの改造  

3.1 概要  

 令和 4 年度に打上げが予定されている ALOS-4 は，ALOS-2 と比較して高分解モードでの観測幅が

50km から 200km と 4 倍に拡大し，日本域での観測回数は年 4 回から年 20 回へと 5 倍の高頻度で観測

されるようになる．その結果，全国定常解析の作業量増加が予想されるため，SAR 干渉解析の自動化

と効率化を進める必要がある．そのため，今年度は SAR 干渉解析に用いる国土地理院で独自開発した

高次処理ソフトについて，標準的な処理では不要な機能の削除，解析過程で重複していた処理の整理

及び必要な処理機能の追加を実施した．  

 

3.2 改造の内容  

 高次処理ソフトは「GSISAR ver2」を中心とした複数のソフトウェアで構成されている．しかし，

GSISAR ver2 と高次処理ソフト内の別のソフトウェア「GsiSinglePrimary」の間で重複していた機能が

あったため，両ソフトウェアの機能を整理するとともに，GSISAR ver2 を後処理工程で必要な機能に

特化した改造を行った．また，GSISAR ver2 において，計算過程の余計な負荷，不要なストレージの

消費及びディレクトリ構成の複雑化を解消するため，不要となった機能を削除するとともに，ファイ

ル名から何が格納されているかがわかるように命名規則の見直しも行った．さらに，今後の解析戦略

で必要な機能となる画像出力機能，データ出力機能，データ閲覧に必要となる地理院地図用タイル化

機能のほか，ピクセルオフセット（数 m に及ぶような大きな地表変動のレンジ（電波照射方向）・ア

ジマス（衛星進行方向）2 成分を計測できる機能），MAI（アジマス方向の変動を計測できる機能），加

色混合（強度画像を用いて，海岸線の変化，建造物の倒壊等を検出することができる機能）による処

理機能を組み込んだ．これらの処理機能の一部は，地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室で作成

されたプログラムを実装した．この改造により，機能やディレクトリ構成が GSISAR ver2 から大きく

変わったため，「GSISAR ver3」と名称を変更した． 

 

4. まとめ  

宇宙測地課では，ALOS-4 の打上げ後も高精度に国土の地盤・地殻変動を監視するために，解析シ

ステムの改造，解析手法等の検討を進めている．本年度は，ALOS-2 の過去数年分の観測データを用

いて国内の火山を対象に時系列解析を実施した．その結果，従来の干渉画像からは有意に捉えられな
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い微小な変動やその時間変化の把握に有効であることがわかった．これらの解析結果は，火山噴火予

知連絡会にも提出し，火山活動評価の有益な情報となった．また，SAR 干渉解析の自動化・効率化の

ため，高次処理ソフトについて，不要機能の削除，重複機能の整理，処理機能の追加等の改造を行っ

た． 

宇宙測地課では，引き続き時系列解析の検証作業を実施するとともに，SAR 干渉解析のさらなる効

率化・自動化に向け，解析における手作業の削減及び解析サーバの負荷分散処理等の改造を進める予

定である．  
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