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本研究では,熊本地域を対象として,干渉SAR
時系列解析を適用することにより,干渉SAR時
系列解析で得られた地表変動の精度検証を行

った.精度検証では，GNSS観測との比較に加
え,異なる衛星SARシステムから得られるデー
タを用いた精度検証方法を提案した.また,推
定された地表変動と地下水位および地下構造
の対比により,2016年熊本地震後の地表変動
メカニズムの考察を行った. 
まず,我が国の衛星であるALOSに搭載されて
いるPALSARデータの解析を行い，2007年1月7
日から2011年3月5日の期間の地表変動を推定
した．解析の結果，この期間には顕著な地表
変動は見られないことが分かった. 
一方で，ALOSの後継機であるALOS-2に搭載さ
れているPALSAR-2の解析では，2016年熊本地
震後の期間である2016年4月18日から2018年1
2月10日の期間の地表変動を明らかにした．
解析の結果，震源断層周辺を含め，広範囲に
おいて様々なスケールで局所的な地表変動が
発生していることが分かった．これらの地表
変動は,国土地理院のGEONET観測点において,
GNSSデータと精度検証を行ったところ,整合
的であることが分かった． 
震源断層周辺の地表変動は，断層運動に起因
することが考えられるため，本研究では，震
源断層よりも一定程度離れた地域で発生して

いる局所的な地表変動に着目した．着目した
地表変動の1つは，解析範囲中央部で発生し
ている衛星から遠ざかる方向の地表変動であ
る．この地表変動は北西から南東方向の約2
×8kmの範囲の楕円形の範囲で発生しており,
2016年熊本地震直後の期間で顕著であるが,

その後はほとんど変動が起きていない．着目
したその他の地表変動は,有明海周辺の地域
で発生している衛星から遠ざかる方向に地表
変動である．また,解析範囲の北西部では,年
間最大0.5cmの年周期の季節性の地表変動が
捉えられた． 

続いて,このALOS-2/PALSAR-2データの解析結 
 

果の信頼性を確かめるため，欧州宇宙センタ
ーが運用しているSentinel-1の南向軌道にお
いてALOS-2/PALSAR-2と同様の期間に取得さ

れたデータの解析を行った．推定された地表
変動は, ALOS-2/PALSAR-2と同様の地表変動
傾向が得られ,本研究で推定された地表変動
は妥当であると考えられる．このように,異
なる衛星SARデータを解析することで,推定し
た地表変動の信頼性について述べることがで
きることを示した．さらに,Sentinel-1の異
なる軌道（北向軌道および南向軌道）で取得
されたデータを解析し,これらの局所的な地
表変動は,ほぼ鉛直方向の地表変動であるこ
とを示した． 
衛星SARデータから推定された地表変動の妥
当性の検証は，GNSSデータと比較を行うこと
が多いが，この方法はGNSSの観測地点でしか
精度検証ができないことが知られている．そ
のため，本研究ではこれらのALOS-2/PALSAR-
2,Sentinel-1データの解析結果の相互比較を
行った．その結果,最初の1年間の地表変動の
差は0.24-0.55cmであることが分かった．こ
れにより,複数の衛星を用いた精度検証の有
効性を示すことができたと考えている． 
また,これらの本研究で着目した地表変動の
解釈を行うため,地下水変化との比較を行っ
た．その結果,これらの局所的な地表変動

は，地下水位変化により説明できることが分
かった．例えば, 解析範囲中央部で発生して
いた局所的な沈下は,地震後に生じた地表面
亀裂の分布と地下水位の低下域と一致してい
る．また, 有明海周辺の地域で発生していた
沈下域は,先行研究により液状化が報告され

ている地域と整合的である．これまでの研究
では，2016年熊本地震に伴う地表変動を地下
水位変化によって説明したものはなく，本研
究で得られた成果と言える． 
上記の成果は，Earth, Planets and Spaceに
査読付論文として掲載された．また，日本材

料学会第69回学術講演会でも発表を行った． 
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   Synthetic aperture radar (SAR) interferometry time-series analysis is a promising 

method to map surface displacement with high accuracy and high spatial resolution. In 

this study, we examined the effectiveness of the method by the application to the 

Kumamoto area, Japan, to understand the characteristics of the method and delineate 

surface displacement pattern after the 2016 Kumamoto earthquake. We used SAR images 

acquired by the ALOS-2 and Sentinel-1 satellites from April 2016 to December 2018 for the 

post-seismic period of the 2016 Kumamoto earthquake and by the ALOS satellite from 

January 2007 and March 2011 for the period before the 2016 Kumamoto earthquake. Our 

estimation shows that transient surface displacement occurred following the 2016 Kumamoto 

earthquake, together with seasonal surface displacement that was not detected from the 

2007-2011 images. We interpret that the estimated surface displacements are linked to 

groundwater level changes. The surface displacements were validated by comparison with 

the ALOS-2 and Sentinel-1 results as well as with GNSS data. 
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