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１．はじめに

火山噴火時には，一定厚以上の火山灰等が堆積し

ている範囲を面的に把握する必要がある。しかしな

がら，火山活動や曇天等により光学画像（衛星，航

空機等）が取得できない場合には，火口周辺を含む

広域の降灰調査を実施することが困難なことが想

定される。そこで，天候等の影響を受けにくい衛星

搭載型合成開口レーダ（衛星 SAR）データを活用
し火山灰等の堆積範囲を推定する手法を，現地調査

による降灰厚分布データを踏まえて検討した。

２．対象とした火山および噴火 

対象とする火山は，2014年 9月 27日に噴火した
御嶽山，および 2016年 10月 7日に噴火した阿蘇山
とした。これらの噴火前後には，空中写真もしくは

高分解能光学衛星による撮影が実施されたほか，現

地調査による降灰厚データがある。また，いずれの

噴火も SAR衛星（ALOS-2：「だいち 2号」）により，
後述する SARデータの解析（コヒーレンス解析）
に適した SARデータが観測されている。

2.1 降灰範囲に関する資料調査
両火山の噴火後に撮影された空中写真等から降

灰範囲を確認した。「土砂災害防止法に基づく緊急

調査実施の手引き」1)を参考に，「明瞭な火山灰等

の堆積範囲」を判読した（図－1は阿蘇山の例）。

2.2 降灰厚に関する資料調査・現地調査
噴火後の降灰厚の調査結果をとりまとめた資料

を収集し，整理した。また，2018 年 9 月に現地調
査（御嶽山，阿蘇山）を実施し，2 火山で計 56 地
点の降灰厚を計測した。

図－1 光学画像から判読した「明瞭な火山灰等の堆積範囲」（阿蘇山）

３．衛星画像解析 

既往の研究事例 2)を参考に，火山灰等の堆積範囲

の推定に有効と考えられるコヒーレンス解析を実

施した。

3.1 衛星画像解析手法（コヒーレンス解析）
コヒーレンス（coherence）とは，波の性質の 1

つであり，位相の揃い具合を表す指標である。コヒ

ーレンス値 � は 2 時期の SAR データ間の相互相
関を示し，2時期の間に全く変化が無い場合は 1（相
関が高い）となるが，何らかの変化がある場合には

相関が下がり，0（無相関）に近づく。したがって，
噴火を挟む 2時期の SARデータを用いたコヒーレ
ンス解析（2時期）で得られるコヒーレンス値 � に
よって，降灰に伴う地表面の変化領域を検出できる

可能性がある。ただし，コヒーレンス低下要因は降

灰だけではないため，2時期コヒーレンス解析では，
降灰以外の変化（例えば，植生の季節変化等）を誤

検出するおそれがある。そのため，噴火前の 2時期
のコヒーレンス値 �� と噴火前後のコヒーレンス
値 �� との差分を求める 3 時期コヒーレンス解析
を実施して，コヒーレンス差分値 � を求め，火山
灰等の堆積範囲との適合性を検証することとした。

コヒーレンス差分値 � は � � �� � �� で求めた。
なお，検討の結果，コヒーレンス算出時のルック数

は 5×5ピクセルとした。

3.2 衛星画像解析結果
図－2に阿蘇山で実施した 3時期コヒーレンス解

析により得られた低コヒーレンス値領域（� � 0 お
よび � � 0.2）を示す。また，図－3 に御嶽山の低
コヒーレンス値領域（� � 0.7）と現地で計測され
た降灰厚 3)の分布を示す。噴火前後の SAR データ
解析でコヒーレンス値が低下した（�� � ��）領域
を把握できる可能性が示された。

図－2 3時期コヒーレンス解析結果の一例（阿蘇山）
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図－3 低コヒーレンス値領域と降灰厚3)分布（御嶽山）

図－4 降灰厚調査4)結果とコヒーレンス差分値（阿蘇山） 

４．降灰分布形状等を把握する手法の検討 

衛星 SARデータにより得られたコヒーレンス差
分値 � と空中写真等の光学画像や現地調査で確
認した降灰範囲及び降灰厚のデータをもとに，降灰

分布形状等を把握する手法を検討した。

4.1 降灰分布形状（降灰範囲）の把握
空中写真等から得られた「明瞭な火山灰等の堆積

範囲」とコヒーレンス差分値 � の分布との適合性
を適合率と再現率で評価した。その結果，阿蘇山の

解析結果からは，� � 0.0 の領域で再現率が 80 %
～90 %程度となり，� � 0.2 の領域で適合率が 77 %
～99 %程度となることが確認された。したがって，
� � 0.0 の領域を「降灰の可能性がある領域」，
� � 0.2 の領域を「降灰の可能性が高い領域」と定
義し，2つの領域を降灰分布形状（降灰範囲）とし
て検出することとした。

4.2 降灰厚の把握
次に，現地調査による降灰厚と，解析による降灰

分布形状（降灰範囲）との関係を確認した。図－4
（阿蘇山）から，「降灰の可能性が高い領域」にお

ける降灰厚の下限は約 2 cmと判断した。ただし，
阿蘇山の現地調査で得られた降灰厚は噴火から約

2年経過後の値であるため，噴火直後には最低でも
2 cm以上の降灰厚であったと推測される。また，
同様の分析を御嶽山で実施した結果から，コヒーレ

ンス解析により得られる降灰範囲の境界における

降灰厚は 3 cm～8 cm程度であると推定した。

図－5 3時期コヒーレンス解析で検出した「降灰の可能性が
高い領域」と噴火後の光学画像（口永良部島新岳） 

５．検討手法の有効性確認 

平成 2019年 1月 17日に口永良部島新岳で爆発的
な噴火が発生した。そのため，ALOS-2 SARデータ
を入手し，3時期コヒーレンス解析による降灰分布
把握を試みた。図－5は検出された「降灰の可能性
が高い領域」を高分解能光学衛星（SPOT 6，2019
年 1月 18日撮影）画像上に重ねて表現したもので
ある。気象庁の火山活動解説資料 5)に示される火砕

流の痕跡と，解析結果の「降灰の可能性が高い領域」

がおおむね整合することが確認できた。すなわち，

検討した解析手法により降灰分布を検出できた可

能性が高く，また，噴火から比較的早い段階で一定

厚以上の降灰範囲を推定できると考えられる。

６．まとめと今後の課題 

火山噴火時を想定し，天候等の影響を受けにくい

衛星 SARデータの解析により，一定厚以上の火山
灰等が堆積している範囲を面的に把握する手法を

検討した。既往研究では，SAR データの解析から
降灰厚に言及したものはほとんどみられない。その

ため，本検討では現地調査の降灰厚計測データから，

降灰厚とコヒーレンス値との関係を明らかにした。

また，口永良部島での噴火を対象として，検討した

手法の有効性を確認した。これにより噴火直後は 3
時期コヒーレンス，以後の噴火降灰継続時には 2
時期コヒーレンスの利用が考えられる。

ただし，本検討においては，堆積した火山灰の含

水比の状態等については十分に検討していない。そ

のため，解析事例を蓄積し，検出可能な降灰厚等の

検討を継続する必要がある。
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