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１ 

 

 Chapter 

１１．．本本講講習習のの概概要要  
 

本章では、講習会全体の流れを理解することを到達目標とします。 

講習の進め方及び時間割を、予め理解することで、2章以降の講習内容 

を円滑かつ効率的に学習できるよう、準備して下さい。 

 

1.1本講習の進め方について 
 

 本講習は、講義と実習に分かれています。主として講義により、干渉 SAR 解析処理の原

理を理解し、実習を通じて ERDAS IMAGINE を利用した SAR 解析処理の基本的な操作方

法を体験して頂きます。 

本日の到達目標は以下の通りです。 

 

(1) ERDAS IMAGINEの SAR Interferometryの基本操作を理解 

(2)上解析結果の解釈を体験 

(3)上二点を通じて干渉 SAR の基本的な流れを理解 

 

1.2時間割 
 

本講習は、30 分で以下のような時間割に基づいて進めます。 

No. 時 間 内 容 形 式 

１ 5 分 本講習の概要 講義 

2 5 分 干渉解析の原理 講義 

3 15 分 DInSAR 処理の操作手順 
講義 

演習 

4 5 分 質疑応用 講義 
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22．．干干渉渉解解析析のの原原理理  
 

本章では、干渉 SAR解析のうち D-InSAR と CCD を例に干渉解析の 

原理を説明します。位相を利用した解析となる干渉解析の原理を 

理解することを到達目標とします。 

 

2.1D-InSAR 
SAR では、電波の振幅と位相という 2 つの成分を記録しています。普段画像化する際に

は、振幅（強度）を用いています。一方で、CCD や DInSAR 等の干渉解析では、位相を

用います。そこで本節では、反射強度と位相について説明します。 

 

SAR で送受信する電波は、決まった時間間隔で増減を繰り返す電界の振動です。振動の

時間間隔のことを周期、振幅の２乗を強度と呼んでいます。これを表したものが、左の図

に当たります。このような周期的な波は、振幅A、位相φを使って 

ｆ(ｔ)＝Asinφ(ｔ) 

と表すことができます。 

 

電界自体は右図のように、刻一刻と変化しますが、振幅は、その変化幅ですので、時間

によって変化しないことに注意が必要です。これまで、扱ってきた SAR 強度画像では振幅

の 2 乗をみていました。強度画像中で白く表示される場所は、振幅が大きいことに相当し

ます。また、位相φと振幅は完全に独立（無関係）であることにも注意が必要です。振幅

は物体の誘電率や向き、形状などに大きく影響されるパラメータです。 

 

図 2-1 振幅と位相 
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一方、位相は、距離を正確に測定するために重要になります。レーダは時間を距離に置

き換えて、物体までの距離を測ります。位相φは 0 から2πもしくはーπから＋πまで

の値を取ります。計測される位相の意味について、説明します。衛星から R の距離にある

ターゲットを計測することを考えると、一波長をλとすれば、図 (a)から、 

R ＝ （２π×N ＋ φ）×（λ／２π） 

の関係が成り立ちます。N は整数です。実際には往復距離である 2R分の電波を計測しま

すが、λはその分を考慮した見かけ上の波長と考えてください。さらに、ターゲット自体

の散乱特性に由来する位相変化成分が考えられますが、考えやすくするため、Rに含むもの

とします。上記式から明らかなように、計測する位相は（R をλで割った際の余り）×２

πに相当します。このように、位相からでは、距離の絶対値を計測することはできません

（N は計測されない）。 

 

位相を用いるメリットは、微妙に異なる条件（時期や、軌道など）下において、計測し

た 2 データ間の微小な差を、位相差を用いて計測できる点にあります。例えば、2 時期間

でターゲットが微小に移動した場合などに、その変位を計測することができます。図 (b)

では、(a)の位置から距離ΔRだけ遠い場所にターゲットが移動したときの状況を示してい

ます。この時、計測される位相の差分ΔφとΔRとには、次の関係が成り立ちます。 

ΔR ＝ （Δφ／２π） ×λ 

このΔRは波長λの数分の 1オーダーですので、L バンドであれば数㎝、X バンドであ

れば数㎜というオーダーとなり、非常に微小な変化であることがわかります。 

 

(a) 計測される位相の概念 

 

(b) 位相による変化抽出および変化量抽出 

図 2-2 振幅の利用 



 

4 

 

2 Chapter 
2 計測の位相差から、計測対象の変位が高精度に計測できることを説明しました。 

 一方で、実際の 2 枚の SAR 画像から計算した位相差Δφには、下に記す他の成分が含

まれているため、D-InSAR 解析にあたり、これらの成分を差し引いておく必要があります。 

 

 

 

 

①軌道に起因する縞（軌道縞） 

 2 枚の SAR画像の観測時の軌道の差に起因します。2枚の SAR 画像が全く同じ場所か

ら撮像された場合、この項目はゼロになります。通常、軌道情報は既知であるため、この

項は除去可能です。 

 

②標高に起因する縞（地形縞） 

 軌道差がある場合、地形に起因します。DEM を作成するときに解析する縞となります。

逆に、既知のDEMから推定可能です。 

 

③変動に起因する縞（変動縞） 

 2 枚の SAR画像の観測に時間差があった場合、その期間中に発生した地表面の変位に起

因します。地滑り変位や地盤沈下を推定するときに解析する縞です。 

 

④ノイズ 

 大気（水蒸気分布）や電離層の変動、コヒーレンスの低下およびシステムの熱雑音など

に起因します。水蒸気による伝搬遅延による生じる縞は、地形との相関があることが多い

という特徴があります。ノイズ成分は、別のセンサによって推定できることがありますが、

SAR 単体の計測からの推定は難しく、完全に取り除くことは困難です。 
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 変動縞は、縞の連続性及び縞の間隔から、変動が緩やかなのか急激なのか、地盤が隆起

しているのか沈降しているのかを読み取ることができます。例えば、縞の間隔が広い場合

は変動が緩やかで、縞の間隔が狭い場合は変動が急激であると読み取ります。 

 

 

図 2-3 InSAR処理による変動縞の考え方① 

 

 

図 2-4 InSAR処理による変動縞の考え方② 
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2.2CCD 
 SARデータの変化抽出は、振幅(Amplitude)を利用するACD と、位相による干渉性

(Coherent)を利用する CCDを利用することができます。CCD は、位相による干渉性

(Coherent)を利用した変化抽出です。例

えば、SAR 画像中に 2 台の車両が存在し、

2 回の観測の間に 1 台の位置が丌変で、も

う 1 台が位置を変えたとします。このよう

な場合、位置が丌変である車両におけるマ

イクロ波の位相は干渉し、位置を変えた車

両においては干渉しないことになります。

CCD は、ACD と比較した場合、対象物の

小さい変化を検出できる可能性がありま

す。 

 

微小な変化を捉える分、位相差計測は非常に繊細であり、2 データ間で条件が大きく異な

ると、信頼性の高い計測は困難になります。測定した 2 データ間の位相差の信頼性を評価、

また向上させる目的で、通常空間平均が用いられ、隣接する画素において位相差を平均し

ます。このとき、下のように複素数を用いた表現をすることで、平均後の位相差だけでな

く、信号の大きさから信頼性が評価できます。 

 

図 2-5 CCD 解析の例 
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2.3干渉解析へ影響を与える要因 
干渉 SAR は、同じ場所を観測した 2 枚の SAR 画像の、位相を含めた差分（位相差）を

解析します。干渉 SAR を用いて、2 時期の地表の様相の違いを検知（CCD）することが

できます。その他に、地形の相対的な変位や高さを推定することができる技術であり、数

値標高モデル（DEM）を作成することや地すべりや地盤沈下監視等に応用されています。 

 

 干渉させる 2 枚の画像を有効に干渉させるために、以下のことに注意して画像を選択す

る必要があります。観測間隔と基線長による干渉状況の違いについて、次頁に示します。 

 

 観測モード  ・・・ 同一 

 偏波  ・・・ 同一 

 照射方向  ・・・ 同一 

 軌道方向  ・・・ 同一 

 軌道間の距離 ・・・ 小さいほど干渉性が良い 

 撮像日の間隔 ・・・ 短いほど干渉性が良い 

 

図 2-6干渉 SAR 概念図 
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干渉性 11 日（1周期） 22 日（2周期） 33 日（3周期） 

短い 

（＜50m） 

   

中程度 

（50～

150m） 

   

長い 

（200m～） 

   

干渉縞 11 日（1周期） 22 日（2周期） 33 日（3周期） 

短い 

（＜50m） 

   

中程度 

（50～

150m） 

   

長い 

（200m～） 

   

図 2-7観測間隔と基線長による干渉状況の違い 
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3. D-InSAR 処理の操作手順 
 

本章では、実習を通じて、ERDAS IMAGINE の SAR Interferometry 

の基本操作を理解すること、干渉解析結果の解釈を体験することを 

到達目標とします。 

 

 

IMAGINE SAR Interferometry は、コアモジュールの

ERDAS IMAGINE Advantage 以上で追加可能なオプショ

ンモジュールです。SAR インターフェロメトリー(干渉

SAR)のためのアドオンモジュールとなり、使い易さ、安定

した動作、技術的に洗練された機能の提供のために、DLR(ド

イツ航空宇宙センター)が共同で開発されました。主な機能

は、以下の通りです。 

 

(1)CCD 解析機能 Coherence Change Detection 

コヒーレンスにより微小な変化を抽出 

(2)InSAR 解析機能 Interferometric SAR 

 位相情報を利用し、2 枚の SAR 画像の干渉により、高精度の DEM を生成  

(3)D-InSAR 機能 Differential Interferometric SAR 

 2 枚の SAR 画像の差分干渉により、微小な変動量を把握 
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Chapter 3 
本ページでは解析事例を紹介します。解析に利用しているソフトウェアは ERDA 

S 製品ではありませんが、D-InSAR の解析事例としてご確認ください。ネパール

における大地震発生（2015 年 4 月 25 日）前の 4 月 5 日に撮像された RADAR 

SAT-2衛星データと地震発生後の4月29日に撮像されたデータを用いて差分干

渉画像を作成しました。本画像に示された虹色の紋様（干渉縞）から、震央からカ

トマンズにかけての広範な範囲において、地震の影響によるものとみられる地表の

変位が発生していることが推察できます。 

 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、ネパール地震発生直後から衛星画像を用いた

解析を進め、その結果と解説を公開しています。右図は、地震発生前（2 月 21 日）

と発生後（5 月 2 日）のだいち 2 号（ALOS-2）データを用いた差分干渉図の全

体図です。JAXA ホームページでは詳細な解説や、カトマンズ周辺の解析結果が掲

載されていますので、ご関心のある方はご確認ください。 

 

出典：JAXA EORC ホームページ「だいち 2 号」によるネパール地震の観測結果について 

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/img_up/jdis_pal2_npl-eq_20150502.htm 

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/img_up/jdis_pal2_npl-eq_20150502.htm
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実習 D-InSAR 処理 

[課題] 

 二時期の ALOS-2 データを利用して D-InSAR 処理を行ってくださ

い。対象データは、2014 年 10 月 30 日及び 2015 年 4 月 14 日に新

燃岳を含む範囲を撮像したデータとなります。撮像期間が空いています

が、L バンドの特徴から、干渉性が維持されていることも確認下さい。  

[実習のポイント] 

 以下の手順に従って、ERDAS IMAGINE の

D-InSAR 処理を行ってください。処理結果か

らどのような傾向が読み取れるかがポイント

です。 

  

 

(1)『Raster タブ > Radar > Interferometry > Displacement Mapping』を選択します。 

 

(2)新規作業ファイルを作るため、New D-InSAR Project が選択されていることを確認し、

『    ボタン』をクリックします。 

 

図 3-1 Differential InSAR Project Selector ダイアログの起動 
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(3)新規ファイル名を入力し、『    ボタン』をクリックします。ファイル名は、ユーザ

自身がわかりやすいファイル名であれば、自由に決めて下さい。ここで、保存するファ

イルは以降で設定する入力データの保存先や各種パラメータを保存する作業ファイルと

なります。 

 

図 3-2 ファイルの作成 

 

(4)入力データとして、二つの SAR データを指定します。ここでは、2014 年 10 月 30

日と 2015 年 4 月 14 日に霧島山を撮像した ALOS-2 データ(SSC プロダクト)を指定

します。 

 

図 3-3 プロダクトの指定 

 

   Input Reference Data(マスタデータ)：2014 年 10 月 30 日/Ascending/ HH 

   Input Match Data(スレーブデータ)：2015 年 4 月 14 日/ Ascending /HH 
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ALOS-2(2014 年 10 月 30 日) ALOS-2(2015 年 4 月 14 日) 

図 3-4 解析で使用する ALOS-2 画像 

 

 

(5)DEM タブをクリックし、Elevation Library にチェック入れます。 

 
図 3-5 データの確認画面 

 

 

補足説明： 

干渉画像において、登録する標高データは、地形の影響を取り除く（地形縞の除去）際や

アンラッピング処理における位相ゼロ点と標高の対応付けの際などに利用されます。 

 

 

(6)         ボタンをクリックし、次の作業へ進みます。 
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(7)Subset においては、処理に使用する画像の範囲を設定します。『Subset にチェック＞

Reference に座標を入力』します。 

 

図 3-6 Subset 設定画面 

 

ここでは、切出処理における左上及び右下の範囲を示す Reference に下記の値を入力し

ます。 

ULX：12222    ULY：28962 

LRX：13796    LRY：30658 

  

  

(8)Spectral Shift Filtering においては、2 データに共通するスペクトル成分を推定し、両

者が一致するようシフトさせ、共通しないスペクトル部分を削除します。この操作によ

ってコヒーレンスの若干の向上、軌道縞が除去されます。ここでは、時間短縮のために

Range のみ処理を行います。『Range にチェック＞  をクリック』します。   

 

図 3-7 Subset 設定画面 
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Spectral Shift について説明します。2 時期

の SAR 画像を比較すると、スラントレンジ上

では、同波長、同帯域の電波の送受信を行って

います。しかし、マスターとスレーブではわず

かに軌道の位置が異なるため、入射角に微小な

差が生じます。このため、地表面に投影したと

きの波長は、2 画像でわずかに異なります。 

 

 送信周波数の帯域を、地表面に投影したス

ペクトルへ変換したとき、2 画像の入射角の

ずれによって、下図のようにそれぞれ少しず

つ異なるスペクトル帯域をとることになりま

す。このとき、共通しない帯域はノイズとな

り、コヒーレンス低下の要因となりますから、

あらかじめ除去しておく必要があります。 

 

 ノイズとなる帯域の除去後、2 画像の中心

周波数は異なってしまいますから、干渉処理

をした際、この中心周波数の差による位相が

発生してしまいます。これが軌道縞となりま

す。そこで、軌道縞除去のために、2 つのス

ペクトルをシフトさせ、中心周波数を一致させる必要があります。これが Spectral Shift

と呼ばれる処理です。 

 

 アジマス方向にも同様にスクイント角度

の微妙なずれなどから、アジマス方向への

投影した際の波長にわずかなずれが生じま

す。グランドレンジへの投影の際と同様に、

2 画像でこのアジマス方向のずれを一致さ

せるようノイズ部分を削除、スペクトルシ

フトを実施する必要があります。 
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(9)Coregister においては、2 つの画像の位置合わせを行います。ここでは、『Auto にチ

ェック』を入れます。 

 

図 3-8 Spectral Shift 設定画面 

 

 なお、参考までに、干渉性を確認するためには、  ボタンをクリックし、画面におい

て、   から評価ポイントを決定後に、    をクリックし、画面右にあるグレースケー

ル画像において干渉している画像上白い箇所の存在から、干渉性を判断頂くことも可能で

す。 

 

 

(10)   をクリックし、処理を実行します。 
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位置合わせが完了した時点で、CCD 解析に利用する SAR データ同士の基線長(ベース

ライン長)を確認するため、    をクリックして下さい。基線長が大きい場合は、十分に

干渉しない可能性があることに注意して下さい。 

 

 

図 3-9 SAR Geometric Information 画面 

 

 

(11)         ボタンをクリックし、次の作業へ進みます。 
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(12) Ref.DEM においては、スペックルノイズを低減させるための Multilook 処理を行う

とともに、以前の処理で参照する DEM ファイルを指定します。 

Multilook Parameters は 1～20 まで設定することが可能です。ここでは、

Multilook Factor を下記の値に設定し、Elevation Library にチェックを入れます。 

 

Multilook Factor X：4  Multilook Factor Y：4 

 

図 3-10 Referential DEM 設定画面 

 

(13)   をクリックし、処理を実行します。 

 

(14) 以下の地形縞の画像が出力されることを、 をクリックして確認して下さい。地形縞

は、基線長とスラントレンジ方向の距離から求められています。 

 

図 3-11  Simulated Interferogram 画像 

 

(15)         ボタンをクリックし、次の作業へ進みます。 
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(16) Interfere においては、ノイズ軽減のためのフィルタ処理を設定します。 

    をクリックし、処理を実行します。 

 

図 3-12  Interfere 設定画面 

 

(17) 以下の中間ファイルが出力されることを、 をクリックして確認して下さい。 

 

   

干渉性を 0-1 の範囲で表す 1

レイヤで構成される中間成果

です。1 に近いほど干渉して

いる、つまり変化がないこと

を示します。 

バンド 1：干渉性を 0-255

の範囲で表す 

バンド 2：マスタデータとス

レーブデータの

強度画像の平均

値を 0-255 の範

囲で表す 

バンド 3：マスタデータとス

レーブデータの

強度画像の差分

を 0-255 の範囲

で表す 

バンド 1：左 RGB 画像の 

Intensity layer (I) 

バンド2：左RGB画像のHue 

layer (H) 

バンド 3：左 RGB 画像の 

Saturation layer 

(S) 

図 3-13  中間ファイル 

(左：Coherence 画像 中央：Interferogam 右：Differencial Interferogam) 

 

(18)         ボタンをクリックし、次の作業へ進みます。 
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Chapter 3 
(19) Unwrap においては、-πからπの範囲に折り畳まれている位相差の値を、そのおり

畳みを開き連続的な位相差の値に変換する操作を行います。    をクリックし、処

理を実行します。 

 

図 3-14 Unwrap 設定画面 

 

 

(20) をクリックし、以下の中間ファイルが出力されることを確認して下さい。 

 

 

【MCF (Minimum Cost Flow) Control File】 

 

【Unwrapped Phase】 

Unwrap 処理において、位相変化が少ない

箇所がグレー、大きい場所がカラーで表示さ

れます。MCF は、Unwrap 処理方法の 1

つを表します 

Unwrap 位相を表す画像です。変動量の算

出に関係します。 

図 3-15 中間ファイル 

(左：MCF (Minimum Cost Flow) Control File 右：Unwrapped Phase) 

 

(21)         ボタンをクリックし、次の作業へ進みます。 
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3 Chapter 
(22) Baseline においては、２時期の衛星画像の軌道間距離を再推定します。 

   をクリックし処理を実行します。 

 

図 3-16 Baseline 設定画面 

 

(23) をクリックし、次の作業に進みます。 

 

 

(24) Displacement においては、Unwrap した位相を変動量に変換します。 

『LOS motion～Horizontal motion にチェックを入れた後、 をクリックし処理を

実行して下さい。 

 

図 3-17 Displacement 設定画面 
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Chapter 3 
(25) をクリックし、出力画像を確認して下さい。 

 

以下のそれぞれの画像は、変動量を表した画像です。値の高い所が衛星に近づいてい

る所で、この場合、火口部において隆起していると考えます。 

 

   

衛星の視線方向の変動量を

表した画像。 

 

 

衛星の視線方向を、垂直・水

平成分に分解した際の、垂直

方向の変動量の大きさを表

した画像。 

衛星の視線方向を、垂直・水

平成分に分解した際の、水平

方向の変動量の大きさを表

した画像。 

図 3-18 出力画像 

(左：LOS(Line-of-Sight) motion 中央：Vertical motion 右：Horizontal motion) 
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