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1.はじめに 
平成23年紀伊半島大水害では，和歌山県内をはじめ奈良

県，三重県などで大規模な崩壊が発生し，被害が出ている 1)．
これらの被害を軽減するには，事前に崩壊危険箇所を把握し
ておくことが重要である．崩壊危険箇所抽出技術として，現
在，レーザプロファイラによる地形判読 2)や空中電磁探査に
よる地下情報把握技術 3)などが検討されている．これらは高
精度に危険箇所が把握できるメリットはあるものの，コスト
が高いことと調査を実施できる時期が限られているというデ
メリットがある．これらを補う技術として，干渉SAR解析
が挙げられる．干渉SARは，人工衛星から地表の同一の場
所に対して 2 回の SAR（合成開口レーダー）観測を実施し，
それらを干渉させて得た位相の差から地表変動を推定する技
術である 4)．この技術は安価であることと定期的に広域な衛
星画像が得られるというメリットがある．これまで，干渉
SAR解析で斜面変動を捉えた研究は多くあるが 5)-7) ，レー
ザプロファイラなど他の面的に斜面変動を捉えた結果と比較
し，それぞれの精度を検証した事例は少ない． 
本研究では，干渉SAR解析結果を用いた斜面変動把握を

行い，また他のリモートセンシング技術や現地調査と比較を
行うことで，その適用範囲を明らかにし，今後の広域モニタ
リング手法の検討に役立てることを目的とする． 
 
2.調査方法 
まず，国土地理院の干渉SAR 解析結果（地理院SARマッ

プ，2014～2018年 までのALOS-2取得データによる解析結
果，高分解モード，北行軌道26ペア・南行軌道28ペア）を
用い，次の判断基準に従って斜面変動を抽出した．①斜面単
位に相当する局所的な干渉縞が確認できる．②干渉縞の分布
範囲が斜面変動を引き起こす地形として整合的である．③複
数時期で干渉縞が確認できる．④電波照射方向と斜面変動方
向に矛盾がない．⑤衛星画像等で人為的な地形改変が認めら
れない．次に，干渉SARの抽出結果と対比するため，既往
の航空レーザ測量成果を用い地形変動解析（3D-GIV解析）
を行い，斜面変動箇所を抽出した． 

以上の結果から，変動規模，現地へのアクセスを考慮し，
10 箇所を選定し現地調査を行った（図-1）．現地調査では，
航空レーザ計測データを用いた微地形判読を併用し，斜面
上に現れる変状を目視で確認した．また，GNSS観測を行
い，干渉SAR及び3D-GIV解析の結果と対比した． 
 
3.調査結果と考察 
干渉SAR解析結果より116箇所（うち26箇所で複数ペア）

の斜面変動を抽出した．また，3D-GIV 解析により 141 の斜
面変動を抽出した．現地調査を実施した 10 地区の調査結果
は以下のとおりである． 
 
3.1.和歌山県田辺市・上秋津地区 

この地区では，2014～2018 年までの干渉 SAR 解析結果
から，7 ペアで斜面変動を示すと考えられる干渉縞を確認
した．2016 年 6 月 20 日と 2017 年 6 月 5 の解析ペアでは，

干渉縞の色調階から，最大で電波照射方向に 8cm 程度の斜
面変動が読み取れた．対象斜面は，全幅 650ｍ程度，全長
500ｍ程度の地すべり斜面であり，現地調査では，頭部付近
の旧農道舗装等の変状，南側端部の表層崩壊など顕著な変
状が認められ, それらは SAR 干渉画像から読み取れる変動
範囲と概ね整合していた．また， GNSS 基準点測量により
2013 年 3 月 5 日から 2019 年 1 月 22・23 日の変位量を算出
した結果，変位が最も大きい観測点で東方向に累積 0.502ｍ
（約 8.5cm/年）であり，その変動の傾向は干渉 SAR 解析結
果と概ね一致していた． 
 
3.2.和歌山県新宮市熊野川町・宮井地区 

2015年以降2018年までの干渉SAR解析結果から，5ペア
で斜面変動を示すと考えられる干渉縞を確認した．干渉縞の
色調階から，最大で電波照射方向に 8cm 程度の斜面変動が
読み取れた（図-2）．一方，3D-GIV 解析では 2013～2017
年の 4 年間で最大 1.5ｍ程度の地形変動を示す纏まったベク
トル群が検出された（図-3）．ベクトル群は，変動の方向・
範囲が SAR 干渉画像から読み取れるものと概ね整合してい
ることから，干渉 SAR の抽出結果を裏付けるものと考えら
れる．なお，現地調査の対象箇所のうち，同一斜面を両手法
で同時に検出できた事例は1箇所のみであった． 
この斜面では治山事業による GNSS 基準点測量の実績が

あり，2014 年 11 月と 2017 年 10 月の計測結果から，変位が
最も大きい P-8 で北東方向に累積 0.241ｍ（約 8.2cm/年）で
あった．一方干渉 SAR 解析では電波照射方向（東方向）に
約8cm/年であり，両者の変動の傾向は概ね一致していた．  
 

図-1 現地調査実施箇所位置図． 
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3.3.和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関・金山谷川地区 
3D-GIV 解析から 2012～2017 年の 5 年間で最大 1.5ｍ程度

の変動を示す纏まった南向きのベクトル群が検出された．対
象斜面は，全幅 70ｍ程度，全長 100m 程度の地すべりブ
ロックであり，現地調査では，明瞭な滑落崖，開口亀裂や倒
木など多数の変状が認められ，それらの範囲及び方向は 3D-
GIV解析の結果と概ね整合していた． 
 
3.4.その他 

その他，上記 3 地区を含む現地調査結果の概要を表-1 に
示す． 
干渉 SAR で抽出した大日山地区を除く 4 地区で，斜面変

動の痕跡が確認された．これらの痕跡は，発生した時期は不
明だが，画像から読み取れる変動範囲と概ね整合していた．
4 地区のうち斜面変動の規模が最も小さい伏拝地区で，その
規模は概ね 200m × 200m であった．大日山地区では，画像
から読み取れる変動は 3cm 程度の微小なものであったこと
から，変動があったにもかかわらず，痕跡を確認できなかっ
た可能性がある．一方，3D- GIV解析では，抽出した6地区
すべてで，顕著な斜面変動の痕跡を確認できた． 
干渉 SAR で抽出できたが 3D-GIV 解析で抽出できなかっ

た事例が 2 地区あった．これらについては，3D-GIV 解析で
検出できる斜面変状は水平変位量数 10cm 以上であり，精度
の違いによるものと考えられる． 

3D-GIV 解析で抽出できたが干渉 SAR で抽出できなかっ
た事例が 5 地区あった．これらの地区では変位量数 10cm 以
上の斜面変動が検知されたにもかかわらず干渉 SAR で抽出
できなかった理由として，以下の可能性が考えられる． 
・両手法の観測期間に多少のずれがあることから，干渉

SAR解析ペアの期間内に動きがなかった． 
・大気中に含まれる水蒸気の影響などによると考えられるノ
イズが多数の解析ペアで確認されたことから，ノイズに
より斜面変動を検出できなかった． 

・ALOS-2 の干渉 SAR では，人工衛星からマイクロ波を横
斜め方向（東西方向）に照射しその反射波の位相を受信
するという観測の原理上，南・北向きの斜面では，地す
べりの変動方向が衛星への視線方向と直交する方向であ
り斜面変動の距離に対して感度が悪くなり検出できな
かった． 

・斜面変動領域が検出可能なサイズを下回っていた． 
 
4.まとめ 
本研究で得られた結果を以下に示す． 

・SAR干渉画像から8cm程度までの斜面変動が抽出でき
た． 

・SAR干渉画像により概ね200m×200m以上の広さの斜面
変動が抽出できた． 

・干渉SARを用いて崩壊危険斜面を抽出する手法は有効で
ある．一方で干渉SARだけに依存した斜面変動モニタリ
ングは斜面変動を見逃す可能性がある． 
以上より，干渉SARを用いて斜面変動を把握する場合に

は，その特徴を把握した上で場面に応じ，他のモニタリン
グ手法とうまく組み合わせる必要があることを確認した．  
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表-1 調査結果一覧．※の地区はGNSS測量も合わせて実施し
ている． 

SAR干渉

画像判読

3D-GIV

解析

1 上秋津※ ○ ○
幅W650

長さL500
東

2 伏拝 ○ × ○
W200

L200
北西

3 大日山 ○ × ×
W400

L400
東

4 宮井※ ○ ○ ○
W330

L800
北東

5 椋井 × ○ ○
W400

L500
東

6 尻剣谷川 × ○ ○
W100

L100
北東

7 金山谷川 × ○ ○
W70

L100
南

8 寺尾 ○ ○
W270

L400
北

9 清水 × ○ ○
W110

L350
東

10 惣谷 × ○ ○
W600

L800
北

斜面傾

斜方向
地区名

変位の有無
NO

現地

変状の

有無

斜面変動

推定規模

(m)

2017/02/08-2018/01/10_AR 

P-7 

P-10 P-9 P-8 
P-3 

P-2 

P-4 

GNSS観測点 

斜面変動 
抽出箇所 

『解析：国土地理院 原初データ所有：JAXA』

図-2 SAR干渉画像（宮井地区）．国土地理院のSAR干渉画像
2017/02/08-2018/01/10_ARを加工して著者が作成． 
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図-3 3D-GIV解析結果（宮井地区）．2013年から2017年の解
析ペア．   
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