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1. はじめに 
災害発生時の迅速な状況把握のために昼夜や天候を問

わず観測可能な合成開口レーダ（以下,「SAR」という）
が有用であることは平成23年紀伊半島大水害 1)の事例等
から明らかとなっている。 

SAR 画像の視認性は,電波照射方向により異なること
が指摘されている 2)。また,平成 29年 7月九州北部豪雨の
事例における 2 時期 SAR 強度画像判読精度の検討では,
電波照射方向や局所入射角により判読精度が異なること
が明らか 3)となった（「2時期 SAR強度画像」を以下「2
時期画像」と略す）。ただし,九州北部豪雨の 1 事例の検
証結果であり他の災害事例や観測条件による検討はなさ
れていない。 
そこで本研究では,平成 29 年 7 月九州北部豪雨に加え,

平成 30年 7月豪雨により広島県呉市・坂町で発生した土
砂移動範囲を対象に,2 時期画像の観測条件が土砂移動範
囲の判読精度に及ぼす影響について検討した。 

 
2. 検討方法 
2.1. 使用する SAR 画像 
判 読 精 度 の 評 価 に 用 い る SAR 画 像

は,ALOS-2/PALSAR-2により災害前後に観測されたHH
偏波 SAR 強度画像とし,赤のバンドに災害前,緑・青のバ
ンドに災害後の画像を当てはめカラー合成した。 
本研究の判読の対象は表－1 に示す 3 ペアとし,判読結

果はポリゴンデータ（以下,判読ポリゴン）として整理し
た。なお判読作業は既存の判読チェックリスト 4)のチェ
ック項目に沿って実施した。 

 
表－1 SAR画像観測諸元 

 
2.2. 判読精度の評価方法 
判読精度の評価を行うため以下の 2 つの指標を用いた。

なお,本研究では判読した土砂移動範囲のうち,崩壊に着
目して検討を行うこととした。 
 判読成功率と見逃し率 
判読ポリゴンが実際の土砂移動範囲を正しく抽出で

きた割合である「判読成功率」と,実際の土砂移動範囲
のうち判読できなかった割合を「見逃し率」として算出
した。 

 

 地形条件による判読のしやすさ 
判読のしやすい地形条件,特に斜面向きや局所入

射角ごとの判読のしやすさを図－1に示す方法で
算出した。また,斜面向きと局所入射角の概念図を
図－2に示す。ここでは,斜面向きは表面,側面,裏面
の3区分とし,局所入射角は45°を基準として,局所
入射角小・大の 2区分とした。 

 
図－1 地形条件による判読のしやすさ算出方法 

 

図－2 斜面向き（左）と局所入射角（右）の概念図（山
下ら（2019）を一部引用） 

3. 検討結果 
3.1. 判読成功率と見逃し率 

3ペアにおける崩壊の判読成功率・見逃し率を表－2に
示した。どのペアでも判読した箇所の 7 割以上は実際の
土砂移動範囲であった。ただし,見逃し率はいずれのペア
でも 80%～90%以上となっており,実際の土砂移動範囲
のうち,8割以上を見逃してしまっている。また,ペア 1の
対象範囲では森林伐採が多く確認（23箇所）でき,それら
の植生変化を 2時期画像で誤判読してしまっている。 

 

表－2 各ペアにおける判読ポリゴン数と判読成功率 

判読ペア ペア 1 ペア 2 ペア 3 

判読ポリゴン数 289 277 217 

判読成功数 210 272 205 

判読成功率 72.7% 98.2% 94.5% 

見逃し率 93.6% 79.8% 82.9% 

 
3.2. 地形条件による判読のしやすさ 
判読のしやすい地形条件を明らかにするため,判読でき

た地形条件の割合を円グラフで示した（図－3）。ペア 1
とペア 2では「裏面かつ局所入射角大」の割合が多く,表
面ではほとんど判読できていないことが読み取れる。一
方,ペア 3ではペア 1,2とは異なり,「表面かつ局所入射角
小」や「側面かつ局所入射角大」の割合がペア 1,2 と比
較して多くなることが確認できる。すなわち,ペア 1,2 で
は「裏面かつ局所入射角大」,ペア 3では「表面かつ局所
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図－3 各ペアにおける判読しやすさの算出結果 
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入射角小」となる斜面で発生した崩壊が判読しやすかっ
たと言える。 

 
4. 考察 
4.1. 判読成功率と見逃し率 
既存のチェックリスト 4)を用いた判読作業においては

判読成功率が高いことが示された。一方で,見逃し率はど
のペアでも 8 割以上であった。中でもペア 1 では見逃し
率が高い値を示した。これは対象とした災害である平成
29年7月九州北部豪雨では規模の小さい土砂移動が多か
ったため、見逃し率が高かったと考えられる。また,既往
検討 3)では面積ごとに見逃し率が変化することを指摘し
ていることから,災害事例による差異が大きいと考えられ
る。 
以上から,2 時期画像を用いた判読はすべての土砂移動

範囲を判読することはできないが,判読した箇所の判読成
功率は高いことが示唆された。 
判読箇所を優先的に現地調査やヘリ調査を行う等,迅速

かつ広域の土砂移動範囲を把握することに寄与すると考
えられる。ただし,森林伐採の誤判読が多いことから,森林
伐採と土砂移動の違いを見分ける手法を検討する必要が
ある。 
4.2. 観測条件と判読しやすさとの関係 

2 時期画像の判読精度は,地形条件によって以下のよう
に異なることが明らかとなっている 3)。①斜面向きが表
面で判読精度が低く,裏面や側面で精度が高くなる。②局
所入射角が大きい斜面の方が判読精度は高くなる。 
ペア 1,2 の判読のしやすさの結果は既往検討 3)と調和

的であったが,ペア 3 では異なる傾向を示した。ペア 1,2
とペア 3の大きな違いはオフナディア角であり,前者では
約 30°,後者では約 50°であった（表－1）。オフナディ
ア角（図－4）が異なると判読できる地形条件が異なる可
能性が示唆された。 
ペア 1,2のようにオフナディア角がおおむね 30°の場

合（図－5 b）,表面の斜面はレーダ座標の画像上はフォア
ショートニングにより縮んだようにみえるため判読しづ
らくなる。一方,裏面の斜面は引き伸ばされるため実際の
大きさより大きくみえることから判読しやすくなる。ペ
ア3のようにオフナディア角が50°と相対的に大きな場
合は（図－5 c）,表面の斜面においてもフォアショートニ
ングによる縮みの影響が小さいことから判読しやすく,反
対に裏面の斜面は局所入射角が大きいため,後方散乱が小
さくなったり,レーダシャドウとなったりするため判読し
づらくなったと考えられる。 
実際の災害時には迅速な状況把握という観点から,判読

しやすいオフナディア角を選んで使用することは困難で
ある。したがって,災害直後に観測されたオフナディア角
で判読作業を行う必要がある。オフナディア角に応じて
判読しやすい地形条件が異なることに留意し,判読作業を

行う必要があると考えられる。 

 

図－4 オフナディア角の概念図 

5. まとめ 
本研究では,2 時期画像の観測条件が土砂移動範囲の判

読精度に及ぼす影響について異なる 3 ペアの事例を用い
て検討した結果,以下のことが判明した。 
(1) 2 時期画像を用いた判読はどの観測条件でも,判読し

た箇所の判読成功率は高かった。判読箇所を優先的
に現地調査やヘリ調査を行う等,迅速かつ広域の土砂
移動範囲を把握することに寄与すると考えられる。
ただし,森林伐採の多い地域では誤判読が多い傾向が
あり,留意が必要である。 

(2) 判読のしやすさは,地形条件のみによって決まるので
はなく,斜面傾斜角（ないし地表面の法線）とオフナ
ディア角の関係,すなわち局所入射角の大小によって
異なるということが判明したが,実際の災害時に判読
結果を利用する際は,判読しにくい地形条件の範囲で
は見逃しが生じる可能性に留意する必要がある。今
回の事例においては,局所入射角が表面で小さく,裏
面で大きな場合において判読しやすい結果となった。
判読に適した局所入射角の具体的な値のレンジにつ
いてはさらに確認する必要があるものの,判読作業の
効率化のため,判読しやすい条件の場所から先に判読
作業を行うことも有効であると考えられる。さらに,
今後の課題として,森林伐採の誤判読を低減すること,
また判読条件を反映することが求められる。 
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(a)災害後空中写真と地形図 b )ペア 2（オフナディア 角 32 .8）の事 例 c)ペア 3（オフナディア角 48.4°）の事例  

図－5 オフナディア角による 2 時期画像の見え方の違い 
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