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地震予知の科学
日本地震学会地震予知検討委員会 編

５ 地震予知のこれから「地震予知の新兵器」より

InSARが国内外から期待されている！



平成19年（2007年）新潟県中越沖地震に関する
陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）による観測の結果

1月16日と7月19日の４回帰差分!?



InSAR観測頻度＝衛星の回帰日数

ふよう(JERS-1)は４４日（×ｎ倍）

↓
だいち(ALOS)は４６日（×ｎ倍）

Why?
概念設計時にInSARという発想がなかったか

ら



もしInSARに 適化されていれば

• ４回帰より１回帰の干渉ペアが測地学的価値が高い

• Descending及びAscendingの両方を観測することにより、
変位ベクトルの推定が飛躍的に向上する

断層構造が明らかになった可能性が大
（ただし海底でなければ）

＊SAR干渉画像は，断層傾斜方向の重要な判断材料の一つ
であり、少なくともSAR干渉画像を説明できないような断層
モデルに説得力はない



地表変動観測での干渉ＳＡＲとＧＰＳの違い
干渉ＳＡＲ ＧＰＳ

地上施設 不 要 受信機が必要
面的情報 可 能 不可能
連続観測 不可能 可 能
変動量 従来直接は不可 * 観測可能
測定量 衛星－地表の往復量 衛星－受信機の片道量
測定量の方向 従来は１次元 * ３次元
観測頻度 JRES-1で44日、ALOSで46日毎* 24時間可能

【* SIDUSSの高精度・高頻度により革新的改善が実現される点】
長期に渡る定期的・定性的観測こそが、予測やメカニズム解明など全て
の基礎であり、InSAR利用以外にも長期の定期観測は広範囲な科学的
実用的応用を広げる。

地震火山国の宇宙機関としてInSAR専用衛星を実現したい！

中期計画では宇宙開発利用による社会経済への貢献として、関係機関と協力して、地震や火山噴火等による被害の軽減等に
対して有効な観測を適正な頻度及び時期に行いうる次世代衛星システムの研究を行うことが明記されている。

NASA/JPLではInSARやGPSデータを取り込み、地殻変動予測を目指したQuakeSimプロジェクトが進展中。
高密度GPS観測網が整備された我が国が、InSAR観測にミッションを絞ったLバンドSAR衛星の継続運用を

行うことにより、測地学的地殻変動予測研究の進展に大きく寄与することが期待できる。



• ALOS/PALSARの干渉SAR(InSAR)利用要求に基づき、
植生の影響を受けず干渉性に優れたLバンドSARを用い、
高精度姿勢制御技術を活用し、InSARによる高頻度・高精

度地殻変動監視を実現する衛星システムの研究を行う。
（これまでの議論は、InSAR技術研究会「インタフェロメトリ
を目的としたLバンドSAR衛星の提案」及び地震調査研究

推進本部「調査観測計画部会報告書「地震に関する基盤
的調査観測計画の見直しと重点的な観測体制の整備に
ついて」の意見募集と修正について」を参照）

SIDUSSの研究成果（FY16-17）

• JERS-1で44日、ALOSでは46日であった回帰日数を、14
日に短縮し、地殻変動の高精度・高頻度監視が可能。

• 更に緊急時は軌道変換により１日 大４回の観測が可能。

• １組（２機）のLバンドSAR単独搭載衛星により、高頻度で

地震及び火山噴火に伴う地殻変動の検出を実現する。
（突発的災害監視より定性的地殻変動監視を優先）

• Dawn Dusk Orbitの採用に

より、展開機構はSARｱﾝﾃﾅ

一箇所のみ、ｼﾝｸﾞﾙﾛﾝﾁﾌｪｱ

ﾘﾝｸﾞで２機同時打上げのｼﾝ

ﾌﾟﾙなｼｽﾃﾑ構成を実現、

ALOS/PALSAR既開発品を

大限活用し、質を落とさず

安く・早く製作できる可能性大。



地震の科学的理解＋将来は予測も可能？
Donnellan, Enabling Model Interactions in Solid Earth Science Sensor Webs, 2007



地震予測をテストする：ヨーロッパでの 近の動向と
日本におけるテストセンター設立へ向けての提案

（楠城、2007）
“今”が地震中期または短期予測に関連する研究に取り組むべき 良の時で
あることを以下の4つの観点から提案する。

1．過去10年間程度で急激に改善された地震および地殻変動の観測網に
よって検出された精度の良いデータの蓄積

2．高性能のコンピュータの普及による、データマイニング、データの品質管理、
数値計算における新技術

3．リアルタイムで運用可能な時間依存型のハザードアセスメントに用いるこ
とができる、統計または地震物理に基づく予測モデル（例えば、STEP, 
ETAS, PI, クーロン, RIPPYなど）

4．予測実験を行ううえで十分なインフラストラクチャーを持った、地震予測可
能性を研究する世界規模の共同研究プロジェクト（Collaboratory for 
the Study of Earthquake Predictability：CSEP, Jordan, 2006）

http://www.cseptesting.org/
http://www.cseptesting.org/


地震情報の統合化： 次期地震予知研究計画
（平成21年から25年度）における

地震活動のモデル化と予測 （平田）

３．新たな観測技術の開発

（３）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

イ．リモートセンシング技術

《宇宙技術等の利用の高度化》

GPSや衛星搭載合成開口レーダー（SAR）等の

宇宙測地技術を利用した解析技術の高度化を図る。

さらに，地震や火山活動をより高い精度で把握する

リモートセンシング手法の実現を目指す。←まさにInSAR



国の政策立案に
利用されている

地球観測衛星データは

InSARだけ
【地震調査委員会】



しかし
JAXA長期ビジョンに

「InSAR」や「干渉SAR」
という単語は

ひとつもありません



で、だいち（ALOS）後継は？

• 光学衛星×２機

• SAR衛星×２機

これらに静止軌道上のデータ中継衛星を組合わせ、

災害の３時間毎の観測

が、目的になっています。



Rapid Responseの命題

the Right Equipment
at the the Right Place

at the Right Time
with the Right Stuff

そのような自己完結型の組織は

日本には自衛隊しかありません



リモートセンシングの真理

誰かがそこに行って

何かする（しない）のでなければ

論文とシンポジウムのネタ



災害監視衛星の問題点（利用）
さて、そういう局面で衛星はどう役に立つのか。実例を上げますと、インド洋大津波の現
場では、災害対策を指揮するあちこちの現場でイコノス画像が非常に多く引用されていま
した。が、それは使われていたのではなく、オフィスの壁やボードに

「貼られていた」だけでした。
今回のジャワ島中部地震で被害を受けたジョグジャカルタでも事情は同様でした。
多くの災害現場を実地調査した経験からハッキリ言わせていただきますが

「何の役にも立っていない！」
ということになります。現場では

「衛星画像を処理する技術も知識も時間もない！」
のです。

（2006年6月22日だいちが変える地球観測 ALOSデータ利用シンポジウム）



文部科学省：防災のための地球観測衛星システム等の
構築及び運用の進め方について（2006年9月）

5．おわりに
取りまとめを通じて明らかとなったことは、地球観測

衛星の防災分野の利用については、まだ初期段階で
あり、今後解決すべき課題が数多く存在するということ
である。しかし同時に、各防災関連府省庁等が構成す
る防災システムの中で、航空機や地上系設備による観
測との得意分野の棲み分けを行いながら、地球観測衛
星が得意とする広域観測や、夜間・悪天候時の観測を
長期継続的に実施していくことについては、各防災関
連府省庁等の多くが期待をもっているということも明ら
かとなった。



災害監視衛星システム

・

・擾乱元の追加

（もっとやってはいけない）

→データ中継衛星の継続と

運用要員の拡充必須

（＝人員・予算拡大）

防災のための次期地球観測衛星

システム等に係る技術的検討

（参考３）（宇宙開発委員会第3回計

画部会（H18.7.27）JAXA説明資料

「資料３－２－３」より抜粋）



災害監視衛星に対する疑問

１．「３時間毎の観測」を実現することにより、確実に得られる成
果は何か？ どこかのページに画像が載ったり論文が出たり
シンポジウムの開催とかとでなく、「誰が被災地でどういう具
体的貢献ができるか？」

２．予算・人員の確保の目処。

（データ中継衛星、運用を含む）

３．情報収集衛星と同じような衛星をばら撒いて、

納税者が納得できる説明を提示して下さい。

（次頁：平成17年11月11日の内閣総理大臣答弁参照）



災害についても映像をマスコミの方に見せられない理由は、情報収集衛星というとこ
ろにある。情報収集衛星の画像は界各国でも公開されることない。さりながら、衛星
の性能を外にださないような形で、災害現場に役立てようという計画を持っている。
（平成19年2月24日小田邦博内閣衛星情報センター所長の発言）

情報収集衛星は、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管
理のために必要な情報の収集を主な目的としている。政府としては、この目的を遂行
すべく、安全保障とともに大規模災害への対応においても関係省庁への情報提供を
通じて有効に活用しており、御指摘の国会決議に反することはないと理解している。
（平成17年11月11日小泉総理大臣国会答弁書）

「外交・防衛等の安全保障及び大規模災害」、こういうことでございますけれども、より
具体的にということになりますれば、例えば安全保障ということであれば、例えば平和
目的という意味でいえば、ＰＫＯの派遣の際に派遣地域の状況、情報を入手するとい
うことにも使えるわけでございます。そのことから推察していただけるように、いろんな
ことがこの情報衛星によって情報も活用できる、こういうことになろうかと思います。
また、自然災害でございますれば、震災地の状況、震災地の場所、そういうものを
特定することができるとかいうようなことができるというように思っておりますので、こ
の効果は私は大変期待できる、期待が大きいものがあるのではないかというように
思っております。
（平成13年3月22日 第151回国会内閣委員会 福田内閣官房長官の発言）



「宇宙開発に関する長期的な計画」に
関する意見募集の結果について

（2008年2月20日公開）
意見２－４
災害時の被害状況の確認については自衛隊の航空機による確認(通常からの訓練が必要ですが)通信手段については携帯電話

(固定基地局からのサービス及び商用衛星を使用した中継局)等の代替手段で充分対応可能だと思います。危機管理(多分、北朝鮮
の事だと思いますが)日米安保の中で米軍からの写真等の提供及び各国の商用衛星からの写真購入で充分対応可能ではないで
しょうか?何故、この部分を衛星を利用して高コスト化して優先順位が高いのか理解出来ません。どうしても災害(通信・被害状況確
認)・危機管理(防衛)で必要であれば通信については通産省・被害状況については国土交通省(必要だったら農林省)防衛だったら
防衛省が責任をもってスケジュール化及び費用負担をすべきだと思います。現在のように何でもカンでもJAXA が費用負担を行うの
は筋違いだと思います。

意見４－３、意見５－１１
衛星は本来、ワールドワイドなものだ。地球全体を一気に把握するのに向いている。この狭い日本列島における災害監視と通信を、

衛星で行う理由はどこにあるのだろうか。災害監視なら、各地自衛隊基地に緊急用偵察機を多数配備したほうが安く、効果的ではな
いか？緊急時のために専用通信衛星を上げるぐらいなら、地上の携帯電話地上局の災害に対する耐性を上げるほうが安く、効果的
なのではないか？何しろ日本は狭いのだ。衛星を使ったシステムの実現を主張するなら、 低限これらの疑問に明確に回答できるも
のでなくてはならない。偵察機にはできないことをできなければならないし、携帯電話とは異なる利便性を提供できなくてはならない。
少なくとも現状、JAXA の検討している防災衛星は、「もう一組の情報収集衛星」と化す可能性が非常に高い(データの解析は追いつ
かず、肝心な時に肝心な場所の情報を提供できない)。「きく8 号」の技術を使って、災害時用の専用通信システムを構築しても、「地
方自治体の庁舎に、ホコリを被った専用端末が一つずつ」というかつてのキャプテンシステムと同じ末路をたどる可能性が高い。衛星
を使う以上、サービスもワールドワイドでなくてはならない。日本の上空を飛ぶ災害監視衛星は、世界中全ての土地の上を飛ぶのだ
から。従って、防災衛星システムを組むならば、アメリカのNOAA 衛星のようなデータ垂れ流しで、誰でも受信可能にして国際貢献を
行う、というぐらいの枠組みを作らなければ、とてもではないが有効利用とは言えない。これは政府の政策マターとなるおおごとだ、そ
こまで考えた上で、「災害監視・通信プログラム」と言っているのだろうか。

意見１８－１５
災害監視の衛生も疑問である。日本の災害ならヘリや飛行機をとばす方がよっぽど効果的。災害時の通信等も既存の衛生で十分。

それより、地上の通信網を地震に強くするほうが先決。有線はともかく無線通信は地震対策が可能だろう。地上で可能なことは極力
地上で行い、衛星は宇宙空間でしかできないことに集中すべき。たとえば『ひまわり』は衛生から可能なこと。衛星の修理は不可能と
いうことを忘れてはならない。（原文ママ）



「宇宙開発に関する長期的な計画」に
関する意見募集の結果について

（2008年2月20日公開）
意見４－２ 「中間とりまとめ」７頁、

２．宇宙開発利用の戦略的推進（１）宇宙利用プログラムの重点化
② 災害監視・通信プログラムの本文の前半；
「災害対応のための監視・通信プログラムにおいては、災害発生前の定期的な監視及び災害発生時における高
頻度・高分解能・広域観測を可能とする複数の人工衛星による監視システム及び災害情報通信システムの構築
に向けて、システム実証に関する研究開発を進める。」を次の例のような具体事例を掲げた記述にしていただき
たい；
「災害対応のための監視・通信プログラムにおいては、災害発生前の定期的な監視及び災害発生時における高
頻度・高分解能・広域観測を可能とする複数の人工衛星による継続的な監視システム及び災害情報通信システ
ムの構築に向けて、陸域観測技術衛星「だいち」及びデータ中継技術衛星「こだま」の連携による監視および通
信システムの実績を踏まえ、これを活用発展させるシステム実証に関する研究開発を進める。」

・理由：
陸域観測技術衛星「だいち」に搭載された合成開口レーダPALSAR の観測データの干渉解析により、能登半

島地震や新潟県中越沖地震に伴う地殻変動や地表変動の面的な観測結果が素早く公表され、地震発生メカニ
ズムや地震動の影響の解明が進み、人工衛星による監視や通信が地震防災対策に有効であることが明らかに
なりました。特に「だいち」は、世界の地球観測衛星のなかで、樹林の多い地域での地殻変動・地表変動の監視
に適したＬ帯域マイクロ波を用いる合成開口レーダを搭載した唯一の衛星であり、その観測データを用いた我が
国の解析技術は世界で 高水準のものです。国際的な防災対策へ貢献し、リーダシップを発揮するためにも、
この技術の活用・発展させる監視・通信システムの構築を優先度の高い施策とすべきと考えます。



平成20年度理事長提案

InSARに特化した

衛星の再々々提案

【来週〆切：3/14】



案：太陽非同期回帰軌道の利用

北海道～関東をカバーする高軌道傾斜角と

関東～九州をカバーする低軌道傾斜角の衛星を

H-IIAデュアルロンチで回帰軌道に２機同時投入。

↓
• 軌道高度約500km：1日15周

【数日毎のInSAR観測が可能！】

• 軌道高度約830km：1日14周
【毎日InSAR観測が可能！！】

デメリット：太陽同期衛星に比べて非効率な衛星（電力・熱設計）



TanDEM-X launch in late 2008
http://www.infoterra.de/tsx/prod/tandem/





黙っていてはいいものはできません
どうか御助力をお願いします

JERS-1そしてALOSと、

LバンドSAR衛星を継続的に運用しているのは

世界を見渡しても日本だけです。

現在、日本はInSARの分野で

諸外国をリードしていますが、

このままでは凋落してしまいます。
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