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Abstract: Large-scale ground deformation was observed in the Tohoku region due the 2011 off pacific coast of Tohoku  

earthquake, and ground deformation, known as post-seismic deformation, has continued since then. In response to this, the

 GSI has been conducting monitoring using GNSS and L-band synthetic aperture satellite radar, but there has not yet bee

n sufficient investigations and studies using C-band satellites. In this study, the post-seismic deformation of the target area

 was investigated by 2.5-dimensional analysis using the results of interferometric SAR time series analysis. The results of 

the survey showed displacement trends consistent with those reported by the GSI, except for a few areas.  

 

 

１． はじめに 

 本研究の対象地域では 2011 年 3 月 11 日に発生した

東北地方太平洋沖地震（本震）によって，東北地方の

広い範囲で地殻変動が観測された．その後，余効変動

により，同地域では本震後 10年間で東向きに最大 1.5m

の変動と，鉛直方向に最大 68cm の隆起が観測された
［1］．これらに対して，国土地理院では GNSSを用いた

観測や L バンド合成開口レーダのデータを利用して地

殻変動の監視を行っている［2］．一方でフリーで観測情

報が入手可能な Sentinel-1 衛星データは C バンドの波

長特性を有するため，L バンドの観測データに比べ微

小な地表面変化の把握に優位性があると考えられる．

C バンドの干渉 SAR 時系列解析を用いた調査［3］や，

2.5 次元解析による地盤変動の調査［4］は行われている

が，本震の余効変動に対して，C バンドで観測された

観測データの特性を生かした余効変動の把握のための

調査はまだ十分に実施されていない．ここでは，本震

の余効変動を調査するために，2017年から 2021年の 4

年間に Sentinel-1 衛星により観測された C バンド衛星

SAR データを用いて，地殻変動を干渉 SAR 時系列解

析の結果を用いた 2.5 次元解析から調査し，地盤変動

のモニタリングへの有用性を考察した． 

 

２．対象地域と使用データ 

本研究の対象地域は，本震による余効変動が比較的

大きい東北地方の秋田県南部，宮城県，山形県とした．

対象地域を Figure 1に示す．2.5次元解析結果を検証す

るため，13地点の検証地点を設けた． 

本研究では，欧州宇宙機関（ESA）により運用される

Sentinel-1 衛星で観測された SAR データを使用した．

軌道方向は北行軌道と南行軌道，それぞれ 12ペアの観

測データセットを構築した（Table 1）．これらの観測デ

ータは Copernicus Open Access Habから入手した．  

Figure 1. Target area and verification points 

 

Table 1．Observation Date of Usage date 

北行軌道 南行軌道 

2017.03.03 

2017.60.07 

2019.09.25 2017.03.02 2019.09.24 

2017.06.07 2019.12.30 2017.06.06 2019.12.29 

2017.09.23 2020.03.23 2017.09.22 2020.03.22 

2017.12.16 2020.06.15 2017.12.15 2020.06.14 

2018.03.10 2020.09.07 2018.03.09 2020.09.06 

2018.06.02 2020.12.24 2018.06.01 2020.12.23 

2018.09.06 2021.03.30 2018.09.05 2021.03.29 

2018.12.23 2021.06.10 2019.12.22 2021.06.09 

2019.03.17 2021.09.26 2019.03.16 2021.09.25 

2019.06.09 2021.12.07 2019.06.08 2021.12.06 

 

３．解析方法 

 Sentinel-1 衛星により観測された Table 1 に示す 3 か

月間隔のデータセットから連続してそれぞれ差分干渉

解析（DInSAR解析）を行い，全期間を合算し評価期間

の時系列的な変動状況を把握した． 

 本手法である DInSAR 解析は，ほぼ同一の軌道上か

ら観測された 2 時期の SAR データの位相差から地表
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面の変位を抽出する解析手法である．干渉 SARでは衛

星視線方向に沿った地表面の変動量が計測されるが，

水平方向や鉛直方向の地表面の変動量を把握すること

はできない．そのため，北行軌道と南行軌道のおよそ

反対となる方向からの DInSAR 解析による結果を使用

した 2.5 次元解析を用いることで，準上下方向と準東

西方向に変換した結果を得た［5］．また，この手法は大

気遅延などの誤差をより低減できる利点を有する． 

 

４．解析・考察結果 

 対象地域での準東西方向の解析結果を Figure-3 に，

準上下方向の解析結果を Figure-4 に示す．グラフ中の

縦棒集合は各期間，各地点での変位量を示しており，

折れ線は全地点の累積変位を示している。隆起方向，

準東向きの変位方向を正とする．2.5次元解析の結果に

おいて，準東西方向の変位を見てみると，各期間，各

地点で複雑な変動となっていることが分かる．4 年間

の累積を見てみると，西向きの変位傾向となっている．

これらの変位は国土地理院の報告［1］とは異なる変位を

示しているが，国土地理院の示す変位方向は長崎県の

固定局を基準とした相対的な変動を元にしているため，

ここでの SAR 衛星を基準とした変動と直接的な比較

をすることは難しく，さらなる検討が必要である．準

上下方向の変位を見てみると，各期間，各地点で複雑

な変動となっていることが分かる．4 年間の累積を見

てみると，太平洋側では隆起傾向，山間部・日本海側

では沈下傾向となっており，奥羽山脈を境に変位傾向

が異なる結果となった．国土地理院の測量成果の報告
［6］と比較すると，変動方向は一致していることが確認

された．また、準東西，準上下共に 2020 年 12 月以降

急激に変位量・変位方向が変化している．これは，こ

の期間中、東北地方では比較的大きな地震が発生して

おり，その影響によるものと考えられる． 

 

５．おわりに 

 本研究では 2017年～2021年に Sentinel-1衛星により

観測された Cバンドによる観測データを用いて，地殻

変動を干渉 SAR時系列解析の結果を用いた 2.5次元解

析から調査し，地盤変動のモニタリングへの有用性を

考察した．調査した結果，準東西方向では西向きの変

位傾向が得られたが，国土地理院の観測結果とは異な

る変位傾向となった．準上下方向では，奥羽山脈を境

に変位傾向が異なる結果となった．準上下方向におい

ては国土地理院の観測結果と同様の変位傾向となった．

また、準東西・準上下共に各期間において，同様の方

向に一様に変位しているわけではなく，複雑な変動を

していることが今回の調査から分かった．今後は，長

崎県の固定局を含めた範囲で同様の 2.5次元解析を

行い，国土地理院の電子基準点のデータとの比較が

可能であるかを検討する予定である．また，解析結

果の検証点を増やし，より面的な変動状況を捉えら

れるようにする必要がある． 

Figure 3. Quasi-east-west analysis results 

Figure 4. Semi-vertical analysis result 
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