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1. はじめに 

噴火発生前後の警戒避難や緊急対策を円滑に実施するためには、噴火活動に伴う現象の影響を迅速に把握する必

要がある。噴火に伴う現象の把握は、ヘリ調査を含む現地調査や航空写真判読が有効であるが、噴火活動状況によ

っては現地調査や航空写真撮影に危険が伴い、また、噴火の規模によっては広範囲の把握が必要となることから、

十分に実施できない可能性もある。一方、衛星画像は、活発な噴火活動中においても安全かつ広範囲のデータを取

得可能で、特に合成開口レーダー（SAR）は気象条件・噴火状況にも左右されず、地表の状況を把握することが可

能であることから、今後、発生が想定される大規模な噴火に備えて、その有効性を検証しておくことは重要である。 
本研究では、2010 年に大規模な噴火が発生したメラピ山を対象として、（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）

の陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）画像を用いて、いくつかの解析手法を比較し、噴火活動に伴う現象の影響

範囲の抽出手法の適用性を検証した。なお、ALOS は、2011 年 5 月に運用が終了している。 
 

2. 調査地および方法 

調査地は、インドネシアのジャワ島のほぼ中央に位置し、活発な噴火活動が継続しているメラピ山である。メラ

ピ山は、2010 年 10 月に大規模な噴火が発生、これ以降も噴火を繰り返し、最大数 10km 流下した火砕流などによ

り 300 人以上が亡くなった。また、降灰後の降雨による土石流も頻発し被害が発生している。2010 年噴火の総噴

出量は、約 1 億 4 千万 m3と試算されている（インドネシア国家防災庁）。 
ALOS は、パンクロマチック立体視センサ（PRISM）、高性能可視近赤外放射計２型（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つのセンサを搭載している。本研究では、噴火活動に伴っ

て発生する現象である「山体膨張・収縮」、「火山性降

下物」、「火砕流」、「土石流」が、ALOS/PRISM、

AVNIR-2、PALSAR 画像を用いた解析手法によりど

の程度抽出可能かその適用性を検証した。解析手法

の概要を表１に示す。 
 

3. 結果と考察 

3.1 現象抽出結果 

(1) 山体膨張・収縮 

山体膨張・収縮を対象として、画像解析結果と既往の観測結果との対照を行い、以下の結果を得た。 
・差分干渉画像により影響範囲を抽出できる可能性があるが、大気（水蒸気）の影響を抽出している可能性もある。 
・大気の影響を減じるため複数の画像ペアを用い 

ることにより、影響範囲の抽出可能性が高まる。 
・収縮についてもより多くの画像を用いることで 
抽出できる可能性がある。 

(2) 火山性降下物 

火山性降下物を対象として、画像解析結果と既

往の観測結果との対照を行い、以下の結果を得た。

また、解析結果例を図１に示す。 
・強度差画像、コヒーレンス画像、パンシャープ 
ン画像により影響範囲の抽出が可能である。 

・特にコヒーレンス画像は、変化を面的にとらえ 
るのに適しており、有効であると考えられる。 

噴火前後（2010/9/16-2010/11/1) 大規模火砕流発生前後

(2010/11/1-2010/12/17)

強度差画像（赤：強度↓、青：強度↑）

後方散乱が増加した範囲
後方散乱が増加した範囲

10月26日降灰範囲（4cm以上堆積）

10月30日降灰範囲（4cm以上堆積） 11月3日降灰範囲（4cm以上堆積）

図１ 噴火前後・大規模火砕流発生前後の強度差画像
（降灰分布域において後方散乱の増加が確認される） 

JAXA, METI JAXA, METI 

表１ 解析手法の概要 
センサ

強度画像解析
地表対象物からのレーダー反射波強度の情報を表示した2時期の強

度差画像（またはカラー合成画像）を生成し、地物の変化を抽出

コヒーレンス解析

（InSAR）

二つの画像の干渉性を示す指標であるコヒーレンスの高低により、

画像間の地表面変化を抽出

地表面変動量解析

（DInSAR）

衛星と地表面上の地物との距離により変化する位相情報を表示した

2時期の差分干渉画像を生成し、地物の変位を抽出

偏波解析
地表面の粗度と関連する水平偏波と垂直偏波の相関性を表示した

HH-VV相関画像を生成し、粗度が変化した箇所を抽出

目視解析
解像度が高いパンクロマチック画像と色彩を持つマルチスペクトル画

像より生成したパンシャープン画像の目視判読

NDVI・GSI変化

抽出解析

NDVI（正規化植生指標）とGSI（粒度指数）を組み合わせて、2時期で

植生域から非植生域（裸地等）へ変化した箇所を抽出

PRISM/

AVENIR-2

PALSAR

解析手法

P2-52
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噴火直前

差分干渉SAR

※灰色：多偏波SARデータが入手可能な場合のみ

噴火直後

噴火後

山体膨張

火山性降下物

降下範囲把握

土石流被害把握

火砕流被害把握

SAR強度解析

SARコヒーレンス解析

SAR偏波解析

山体収縮

噴火前ペア

監視現象 解析手法

噴火前後ペア

衛星画像

衛星画像

衛星画像

衛星画像

SAR強度解析

SARコヒーレンス解析

SAR偏波解析

光学画像目視判読

NDVI/GSI変化抽出

噴火後ペア

差分干渉SAR

NDVI/GSI変化抽出

光学画像目視判読

観測タイミング

噴火

噴火前

沈静化

活発化

火山活動時間変化

(3) 火砕流 

火砕流を対象として、画像解析結果と既往の

観測結果との対照を行い、以下の結果を得た。

また、解析結果例を図２に示す。 
・差分干渉画像以外で影響範囲の抽出が可能で 
ある。 

・光学画像による解析が最も有効であるが、雲 
の影響を大きく受けるという欠点がある。 

・強度差画像を用いる場合は、川に沿った連続 
性から、発生を推定できる場合がある。 

・地被状態によって強度差が小さい場合があり、 
適用範囲については注意が必要である。 

・周辺の地物において強度差に激しい変化が見 
られると、判読が困難となる。 

・本事例では、最小の規模で幅約 100m（分解能約 10m）まで観測できることを確認した。 
(4) 土石流 

土石流を対象として、画像解析結果と既往の観測結果との対照を行い、以下の結果を得た。 
・火砕流と類似の傾向が見られる。 
・画像からの火砕流との判別は困難である。 
・本事例では、最小の規模で幅 20m（分解能約 10m）まで抽出できることを確認した。 
 

3.2 噴火時の衛星画像の活用 

 メラピ山の噴火事例を対象として、噴火活動に伴

う現象の抽出手法の適用性を解析手法ごとに整理

した（表２）。対象とした現象については、現象ご

とに解析手法が異なるものの、ALOS 画像を用いて

概ね抽出可能であった。画像のみから火砕流と土石

流の判別は困難であるため、噴火活動の推移と合わ

せた検討が必要である。また、小規模な土砂移動は

把握が難しい可能性があるが、今回把握した土石流

と同様の規模まで抽出できると考えられる。この結

果を踏まえて、現象に応じた有効と考えられる解析

手法のフローを図３に示す。噴火時に適時に必要な

衛星画像を取得することにより、例えば噴火活動が

活発な条件下においても、現象の影響を早期に把握

することが可能となる。 

 

4. おわりに 

 メラピ山の2010年噴火に伴って発生した現象に

ついて、ALOS 画像を用いて、複数の抽出手法を

用いて適用性を検討した結果、概ね影響範囲を抽出

可能であることが分かった。噴火時には、早急に発

生現象の影響範囲把握に努める必要があるが、

ALOS 画像の有効性が確かめられたことから、今

後、稼働中の衛星の画像取得・解析体制の整備を進

めることにより、噴火時に発生が想定される現象の

影響を早期に把握できることが期待される。 

本研究実施にあたり、（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）から衛星画像の提供を受けた。ここに記して謝意を表します。 

火砕流到達終点

赤：後方散乱の減少 青：後方散乱の増加 赤：後方散乱の減少 青：後方散乱の増加

カラー合成画像

（2010/11/1 - 2010/12/17）
強度差画像

（2010/11/1 - 2010/12/17）

明瞭な強度の減少

強度の変化が見られない

強度の減少が見られ
るが不明瞭

火砕流到達終点

図２ Gendol 川において発生した大規模火砕流発生前後のカラー
合成画像及び強度差画像 
（流下範囲では明瞭な強度の減少が確認されるが、到達終点では強
度に変化が認められない） 

JAXA, METI 

強度画像解析

（強度差分、

カラー合成）

コヒーレンス

解析

（InSAR）

地表面

変動量解析

（DInSAR）

偏波解析

（電力分解、

HH-VV相関）

目視
（パンシャープン

画像）

NDVI・GSI

変化抽出

山体
膨張・収縮

× × △ × × ×

火山性

降下物
○ ○ × △ ○ ×

火砕流 ○ ○ × ○ ○ ○

土石流 ○ △ × △ ○ ○

PALSAR PRISM/AVNIR-2

○：適用性が高い
△：対象規模など条件が良い場合に有効

×：適用性が低い

（光学画像の適用性は被雲の影響がない場合）

表２ 噴火活動に伴う現象の抽出手法の適用性 

図３ 噴火活動に起因する現象に応じた解析フロー 

JAXA, METI 
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