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1.1.1.1.    はじめにはじめにはじめにはじめに    

大規模な地震や豪雨等が発生した場合の危機管理対

応として、広域の被災状況を把握し、必要な防災体制を

確保することにより、被害の拡大や二次災害の発生の防

止、減災を図ることが求められている。上記の課題に対

して最も重要なことのひとつに、災害実態の早期把握が

挙げられる。しかしながら、光学センサを利用する場合、

夜間や天候不良時には上空からの観測ができないため、

夕刻に発生した災害や長時間にわたって豪雨が継続す

る場合には迅速な対応が困難である。 

このような状況から、近年、天候や時間に左右されな

い合成開口レーダ（SAR）の活用が期待されており、平

成 23 年台風 12 号に伴う豪雨の際は、衛星搭載型 SAR

センサによる情報収集が行われた。一方、発生時期を予

測することができない災害時に活用するうえで、衛星搭

載型 SAR による観測のタイミングは、衛星の周回軌道の

制約があることも念頭に置かなければならない。そこで、

実災害への対応をより確実なものとするため、航空機搭

載型 SAR センサを用いて災害状況を把握するための手

法と実用化に向けた課題について検討した。 

2222....効果的な効果的な効果的な効果的な被災状況把握手法の検討被災状況把握手法の検討被災状況把握手法の検討被災状況把握手法の検討    

航空機 SAR による被災状況把握は、現状において平常

時のアーカイブ画像の蓄積が少ないことから、災害後 1

時期の画像を用いた判読や閾値解析などが主な手法と

して考えられる。一方、SAR 画像はノイズが多い白黒の

画像であるとともに、特徴的な地形の歪みを持つことか

ら、画像判読で迅速に被害域を抽出するためには高い熟

練度が必要である。また、災害対策に役立てるためには、

定量的に被害状況を把握できることが望ましい。そこで、

既存地理情報を活用した被災状況把握手法を検討した。 

2222.1.1.1.1 崩壊地判読の効率化崩壊地判読の効率化崩壊地判読の効率化崩壊地判読の効率化    

GIS 上で SAR 画像に重畳した道路や水系網などに沿っ

て判読を行うことで、道路寸断や河道閉塞箇所を効率的

に見つけることができる。一方、SAR 画像を GIS 上で利

用するためにはオルソ補正が施されているのが望まし

いが、オルソ補正後の SAR 画像では、山間部においてフ

ォアショートニングやレイオーバなどの地形歪みにと

もなう欠損箇所が引き伸ばされ、崩壊地の視認性が低下

する場合がある。このため、崩壊地判読にはオルソ補正

を施していない SAR 画像が適している。この問題に対し、

SAR 画像の地形歪みをシミュレーションし、GIS データ

を判読用の SAR 画像と整合するように幾何学的に変換

することで、重ねあわせ処理を行うことが可能となる

（図 1）。そのうえで、SAR 画像のオルソ補正パラメー

タを適用し、判読結果をオルソ化すれば、GIS 上で被害

情報を共有・集約できる。 

 

2222.2.2.2.2 被害状況の定量化被害状況の定量化被害状況の定量化被害状況の定量化    

SAR 画像は、水面のような滑らかな面では暗く写るた

め、洪水氾濫や津波による浸水域は閾値解析で面的に推

定できる。この結果に、航空レーザ測量による高精細な

地形データを重畳することで、浸水深を定量的に推定可

能と考えられる。また、基盤地図情報には建物データや

統計 GIS に含まれる小地域ポリゴンや人口統計データ

は、浸水範囲の建物棟数や被災人口の集計に活用できる

と考えられる。 

3333....被害現象ごとの被害現象ごとの被害現象ごとの被害現象ごとの被害状況把握被害状況把握被害状況把握被害状況把握手法手法手法手法のののの検証検証検証検証    

以上の検討を踏まえ、被害現象別に航空機 SAR 画像に

よる被害状況把握手法を検証した。検証地区は石巻市周

辺（東日本大震災、現象：建物損壊・流出、道路損壊、

橋梁損壊、浸水）と山口市・萩市（平成 25 年 7 月山口・

島根豪雨、現象：斜面崩壊）とした。使用した航空機

SAR データは、石巻市が ATSAR（Ku バンド単偏波、分解

能約 1m）、山口市・萩市が Pi-SAR-L2（L バンド多偏波、

分解能約 2.5m）である。検証結果を以下に示す。 

� 道路道路道路道路・橋梁・橋梁・橋梁・橋梁損壊損壊損壊損壊：：：：周辺に建物が密集している場合は、

周囲からの散乱が影響し判読困難な場合がある。橋

梁の一部が流失している場合は把握が容易であり、

災害前の GIS データを重畳することで損壊箇所をよ

り明瞭に判読できた（図 2）。 

� 建物建物建物建物損壊・流出損壊・流出損壊・流出損壊・流出：：：：津波等により街区レベルで流出し

ている場合、災害前の建物情報と対比することで明

瞭に判読できた（図 3）。 

� 斜面崩壊：斜面崩壊：斜面崩壊：斜面崩壊：斜面源当部から崩壊し、崩壊面積が数千

図 1 土砂災害の効率的抽出手法の検討 
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～1万km2程度であればフォアショートニングが生じ

ていても判読でき、多偏波画像の場合、より明瞭に

判読可能であった。一方、電波の照射方向によって

は判読できない場合があった（図 4）。判読にはオ

ルソ補正していない SAR 画像が有効であり、判読結

果をオルソ化することで崩壊地の位置や形状を GIS

上に展開できることが確認された（図 5）。 

� 浸水：浸水：浸水：浸水：閾値解析で半自動的に範囲を抽出できた。た

だし、幹線道路やグラウンドのように一様に平坦な

領域、市街地の建物によるレーダーシャドウやレイ

オーバの発生領域では誤抽出が生じる場合があった。

また、SAR 画像から求めた浸水範囲にレ―ザー測量

による DEM データを重畳することで浸水深の分布を

定量的に推定できることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

4444....航空機航空機航空機航空機 SARSARSARSAR の災害時利用における課題の災害時利用における課題の災害時利用における課題の災害時利用における課題    

SAR センサを航空機に搭載するためには、航空機が航

空法に定められた修理改造検査に合格していなければ

ならず、実際にデータ観測を行うためには電波法に則っ

た無線局申請が行われていることが必要である。また、

災害時の迅速に対応するうえで、夜間に離発着可能な飛

行場は限られているといった課題もある。 

これらの現状を踏まえ、大規模災害発生時に航空機

SAR を用いた情報収集に必要な対応を時系列で整理し、

目標とする時間内に情報収集を実現するための課題を

取りまとめた（表 1）。 

表 1 航空機 SAR の災害時利用における課題 

災害対応

・緊急撮影の判断

・緊急撮影体制の配備に係る基準の整備
・撮影基地（空港）の検討：通常は運用時間に制限のある
 ⾶⾏場（調布など）を利用
・無線局利⽤に係る事前調整：現状は実験無線局で運用。
 また同一周波数を使用する他の免許人との調整が必要。

・撮影計画
・災害協定等に基づく迅速な撮影地域の伝達⼿順の確⽴
・シミュレーションによる撮影計画案の事前整備

・機材の積載 ・修理改造検査に合格した航空機の確保

・地図投影

・被害域の抽出

 情報提供 ・提供媒体の作成 ・電子国土Web、KML、PDF(GeoPDF)等の活⽤

 現地緊急対策活動
8〜10h

 支援活動

・リアルタイムデータ送信技術の導入
（航空機から地上への直接データ送信）

2〜4h
 データ解析，
 地図表示

・被害域抽出の効率化
（アーカイブデータの整備，GISデータの重畳解析技術）

4〜8h

目  標
必要な作業 検 討 課 題

経過時間

地震発生

 スクランブル発進

1〜2h

 撮影，データ送信 ・データ送信

 

5.5.5.5.おわりにおわりにおわりにおわりに    

航空機 SAR は、欧米を中心に開発が進められてきた。

国内では、現在、国と民間の一部機関が開発を行ってお

り、今後の利用拡大が期待される。航空機 SAR の利点に

は、高い分解能の画像データが得られることや、災害発

生時に迅速に多方向から観測できることが挙げられる。

緊急時の運用体制やデータ処理の手順においては様々

な課題があるが、明らかになった課題に対して必要な対

策を進めることで、実災害への対応が可能になると期待

される。 図 5 崩壊地の判読結果のオルソ化 
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地図上の正しい位置に重ねあわせが可能 
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図 6 浸水域の解析例 

図 2 橋梁損壊の判読例 

崩落箇所 

図 3 建物損壊・流出の判読例 

建物流出エリア 

図 4 斜面崩壊の判読例 
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