
１．はじめに
　沖積平野下に伏在する断層の運動による地震災
害が相次いでいる。ニュージーランドで発生した
２０１０年９月３日のダーフィールド地震および２０１１
年２月２２日のクライストチャーチの地震は，これ

まで知られていなかった地下に伏在する断層が運
動することにより生じた（Elliot et al., ２０１２）。ま
た，１９９５年１月１７日阪神・淡路大震災を引き起こ
した兵庫県南部地震の震源断層の北半分は，地表
面には明瞭な痕跡を残していない（Hashimoto et 
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Abstract

 I analyzed SAR images acquired by ALOS/PALSAR to reveal ground deformation in 
the Kyoto basin and the Osaka plain, Japan. I stacked interferograms from ascending 
and descending orbits, respectively, and applied a ２.５ dimension analysis. I used ２４ 
SAR images from the ascending orbits and １５ images from the descending orbits 
acquired during the period from ２００７ to ２０１０. I found uplift of about １０ mm/yr in the 
southern part of the Kyoto basin and ５ mm/yr subsidence along the Arima - Takatsuki 
Tectonic Line. It is noteworthy that the uplift in southern Kyoto is bounded by two 
active faults. Since the spatial pattern of the deformation is correlated with the 
basement structure of the distributed faults, it is speculated that changes in groundwater 
level in the alluvial plain affect the deformation. I also found a rapid subsidence of １０ 
mm/yr or larger on the reclaimed lands in the Osaka bay.
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al., １９９６）。阪神・淡路大震災では，過去の断層運
動により形成された複雑な地下構造により強震動
の集中が生じたことが，被害を大きくした一因と
されている（Sekiguchi et al., ２０００）。したがって，
沖積平野下の地下構造，特に基盤形状の解明が，
伏在断層の検出や強震動予測等地震災害軽減のた
めに不可欠である。
　基盤形状の推定には，主として地震波探査が用
いられるが，この手法は基本的に測線に沿った二
次元断面の情報を与えるに留まる（例えば，Ito 
et al., ２００６）。都市域では多くの探査を実施する
ことは困難なため，これを補完する手法が必要で
ある。
　米国などで地盤沈下領域において面的に地盤変
動を把握することにより，地下に伏在する断層の
形状を把握する試みがなされている（例えば，
Bell et al., ２００２）。地盤沈下は帯水層内の地下水
位の変動に関係するため，地盤沈下あるいはその
回復が見られる場所の地下には帯水層があると推
定される。そして，地盤変動の小さい領域との境
には，断層が存在すると考えられる。
　面的に地盤変動を検出する手段として，合成開
口レーダー（以下，SAR）干渉法（以下，InSAR）
がある。これまでも地盤沈下の検出に人工衛星搭
載合成開口レーダー画像が用いられて来た。
Bell et al.（２００２）は，欧州宇宙機関が打ち上げた
European Remote Sensing Satellite（ERS）の画像
を干渉処理し，さらにスタッキングを行うことに
よりLas Vegas盆地の地盤変動を検出した。そし
て，大きい沈下を示す領域は伏在断層により境さ
れることを示した。
　本研究は，Bell et al.（２００２）の考えを京都盆地
と大阪平野に適用し，地盤変動と断層や堆積層の
分布との関連性を明らかにすることを目的とす
る。合成開口レーダー画像の解析により高空間分
解能の地盤変動分布を示し，これから読み取れる
断層や地盤の情報について議論する。

２．解析データと解析手法
　本研究では，我が国が打ち上げた陸域観測技術
衛星「だいち」（ALOS）搭載の合成開口レーダー

（Phased Array-type L-band SAR，以下PALSAR）
の画像を用いた。「だいち」は２００６年１月２４日に打
ち上げられ，高度約６９０kmのほぼ極軌道（軌道傾
斜角約９８°）から観測を行った。太陽同期軌道であ
るため，地球の昼側では南行，夜側では北行に運
行するように設計されていた。PALSARの他にパ
ンクロマチック立体視センサ（PRISM）と高性能
可視近赤外放射計２型（AVNIR-２）が搭載されて
いたが，南行軌道では光学センサのPRISMと
AVNIR-２の観測が優先され，PALSARの観測は主
として北行軌道でなされた。なお，ALOSは２０１１
年４月２１日に電源トラブルに見舞われ，５月１５日
をもって運用を停止した（宇宙航空研究開発機構，
２０１２）。
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Fig. １ Footprints of ALOS/PALSAR images 
used in this study. Red and blue 
rectangles denote footprints for the 
ascending (Path ４１４) and descending 
(Path ６５) orbits, respectively. Black 
lines indicate surface traces of active 
faults (Active Fault Database of the 
Geological Survey of Japan, AIST, https:// 
gbank.gsj.jp/activefault/index_gmap.html).
ATTL, UF and UJF indicate the 
Arima-Takatsuki Tectonic Line, Uema-
chi and Ujigawa faults, respectively.
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　京阪神地域全域をカバーするPALSARの観測
は，２つの軌道からなされた。一つは北行軌道
（パス４１４，フレーム６８０）で，２００６年１０月８日〜
２０１０年１０月１９日の間に２４回の観測がなされた。も
う一つは南行軌道（パス６５，フレーム２９２０）で，
２００７年１月９日から２０１０年１０月２０日に１５回の観測
がなされた。これらの軌道からの画像がカバーす
るおおよその範囲をFig. １に示す。Fig. ２には，
国土地理院のGNSS連続観測網（GEONET）の観
測点の１年間の変位（２００７年１月２５日〜２月８日
〜２００８年１月１日〜２月９日）から合成される南
行軌道での観測に対する干渉画像を示している。
これによると１年あたりせいぜい１０mm程度の変
動しか期待できないことがわかる。ALOS/ 
PALSARの干渉処理により得られる変位の誤差
は，電離層や対流圏によるものを除いて，１４mm
程度との報告がある（Sandwell et al., ２００８）。し
たがって，ある程度長い時間間隔の画像のペアを
用いることにより有意な変動を検出する可能性が
高くなる。また，多くの独立するペアの干渉画像

を用いることにより誤差も小さくすることができ
る。
　それぞれのパスにおける画像の観測時期と，最
初の観測時の衛星位置を基準とした各観測時の衛
星位置までの距離（垂直基線長）の関係をFig. ３
に示す。SARの干渉処理において，高い干渉性を
得るためにはできるだけ垂直基線長が短いことが
必要である（例えば，地震調査委員会，２０１１）。
ALOSの場合はFig. ３に示すように，垂直基線長
が時間とともに正の方向へ増大していくので，干
渉性の低下が予想された。２００８年半ばにJAXAは
ALOSの軌道補正を行い，約５km負の方向へ移
動させた（面外補正）。この補正の結果，２００９年後
半以降の画像と２００８年以前の画像との垂直基線長
が短くなり，２〜３年の時間間隔で，かつ垂直基
線長の短いペアが多く構成できることとなった。
このため，本研究で扱う京阪神のように地盤変動
の小さい地域においては，干渉解析に有利な条件
が整った。
　解析処理にはGamma Remote Sensing社の

１１７

Fig. ２ Synthetic interferograms deduced from the F３ solution (http://terras.gsi.go.jp/ja/index.html) of 
GEONET sites in the Kinki district: (a) ascending，(b) descending orbits, respectively. 
Displacements during the period from January ２５ - February ８, ２００７ to January １ - February ９, 
２００８ are converted to line of sight changes. White and black arrows indicate horizontal and 
vertical displacements, respectively with relative to the GEONET Osaka (white square). Red 
rectangle is the footprint of ALOS/PALSAR image.

(a) (b)
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Gammaソフトウェアを用い，国際農業研究協議
グ ル ー プ（Consultative Group on International 
Agriculture Research（CGIAR））によるHole-filled 
SRTM３ DEM（Jarvis et al., ２００８）を使った２パ
ス干渉解析を行った。この際には，できる限り垂
直基線長が短く観測時間間隔の長いペアを干渉解
析し，スタッキングを行い，平均視線距離変化率
を得た。なお，特に北行軌道からの画像には，電
離層擾乱によると考えられる大きな波長の長い変
動が認められることがある（島田，２０１０；
Hashimoto and Fukushima, ２０１１）。また，同様な
長波長の変動は，軌道誤差によっても生じる。長
波長の変動は今回の研究目的においてはノイズと
なる。そこで，干渉解析においてフラットニング
処理を行い，波長の長い変位のパターンがなくな
るように調整した。Fig. ４およびFig. ５にアン
ラップした干渉画像（視線方向の変位に直したも
の）を示す。
　南行軌道では，東より約１０°南よりの上空，仰
角約５１°（マイクロ波の入射角約３９°）の方向に衛
星がある。一方，北行軌道では西より約１０°南よ

りの上空，仰角約５１°の方向が視線方向となる。
したがって，南行・北行の両軌道の画像を用いる
ことにより，変位の独立な２成分を観測している
ことになる。これらの画像中の対応する地点の視
線距離変化から，東西方向と疑似上下方向の変位
２成分を合成した（Fujiwara et al., ２０００）。なお，
本研究で用いる干渉処理では，衛星の視線方向が
上述のように東西に偏っているため，南北成分は
得られない。

３．解析結果
　Fig. ６およびFig. ７に北行および南行軌道にお
けるスタッキングした干渉画像を示す。
　北行軌道の画像では，京都盆地南部の視線距離
短縮が顕著である（Fig. ６）。大阪平野中東部には
東北東－西南西走向の視線距離短縮の帯状の領域
が認められる。ただし，これはFig. ４fの２００８年
７月１３日と２００９年７月１６日のペアの干渉画像のよ
うな，電離層起源と考えられるノイズの可能性も
ある。湾岸部の埋立て地では，年間１０mmを越え
る視線距離伸張が見られる。なお，山岳地におい

１１８ 

Fig. ３ Spatial and temporal baselines of ALOS/PALSAR used in this study. Circles and squares indicate 
images acquired from ascending and descending orbits, respectively. Solid lines denote pairs for 
interferometry. Vertical axis is shifted in order to avoid overlapping of graphs.
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て見られる変動は，大気の擾乱の影響を受けてい
たり，干渉ペアによっては干渉性が低いことか
ら，見かけの変動が生じている可能性が高い。
　南行軌道の観測からも京都盆地南部の視線距離
短縮が認められる（Fig. ７）。また，有馬・高槻構
造線に平行する視線距離伸長が認められる。湾岸
部の埋め立て地では，年間１０mmまでのスケール
を超えた視線方向伸長が見られ（Fig. ７），埋め立
て地の地盤沈下速度が大きいことが示唆される。
　上記の特徴がPALSARの観測特有のものでない
ことを確認するために，TerraSAR-Xの画像の干
渉解析を行った。TerraSAR-Xはドイツが打ち上
げた衛星で，使用するマイクロ波の波長が約３１ 
mmのXバンドSARを搭載している。このセンサ
は高空間分解能を持つが，観測幅がPALSARの約
７０kmに比べ約５０kmと小さいため，京阪神地域

をカバーするためには２つのパスの観測が必要で
ある。Fig. ８には，３つのペアの干渉画像を示し
ている。いずれも２００８年９〜１０月と２０１０年１２月に
観測された画像のペアである。各ペアの観測時期
が異なるため，干渉画像の重なる部分で不連続が
あることに留意されたい。Fig. ８においても，京
都盆地南部の視線距離短縮と有馬・高槻構造線に
沿った視線距離伸張が認められる。
　PALSARの北行および南行スタッキング干渉画
像の２．５次元解析の結果，京都盆地南部では年間
約１０mmの隆起，有馬・高槻構造線に沿っては年
間約５mmの沈降が得られた（Fig. ９）。京都盆地
で見つかった隆起域は，東西約７km，南北約６ 
kmに及び，大きく２つに分かれる（Fig. １０）。そ
れぞれの西縁が西山断層系の樫原断層・灰方断層
に一致しており，地下構造を反映しているものと

１１９

Fig. ４ Part of unwrapped interferograms for the ascending orbits. Acquisition dates of images are 
indicated on the upper left corner of each image. Green to blue colors indicate increase of the 
line-of-sight, while orange to red colors show decrease. K and O indicate the location of the 
Kyoto and Osaka prefectural offices, respectively.
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考えられる。一方，南縁は宇治川断層よりは約２
km北にずれており，宇治川断層とは異なる構造
が隠れていることを示唆する。有馬・高槻構造線
に沿った沈降域は，長さ約１６km，幅約１kmの規
模である。有馬・高槻構造線に平行する沈降域の
西端，豊中付近では局所的に１０mm/年を超える
沈降となっている。また，これらの領域では，顕
著な東西成分は得られていないので（Fig. １１），
ほぼ上下方向の変動であると推察される。
　その他，顕著な地盤変動として，大阪湾岸埋め
立て地の沈降（Fig. ９中の黄色矢印），淀川北岸の
沈降（Fig. ９中のAMの周辺），大阪府庁の西側の
局所的な沈降（Fig. ９中のOの周辺）などが認め
られる。生駒断層帯（Fig. ９中のIKの周辺）など
の活断層帯に沿って，有馬・高槻構造線に平行な
沈降域と同様な帯状の沈降が認められる。ただ

し，これらの領域については，一部が山地にかか
り干渉性が低い所もある。

４．議論
　リモートセンシングにおいては，グランドトゥ
ルースによる検測が不可欠である。今回，GNSS
観測網の観測点間隔より短い波長の変動について
注目しているので，水準測量結果と比較すること
が適当である。Fig. １２は京都盆地を北東から南
西に横切る水準路線に沿った上下変動である。こ
の路線では，１９９６年まではほぼ毎年国土地理院に
より水準測量が実施されていた。しかし，その後
間隔が延びて，最新の測量は２００９年６〜７月に行
われている（国土地理院，２０１０）。この結果では，
京都盆地南部の水準点２１９-１から２１６-１の間に最大
４０mmの隆起が観測されている（Fig. １２中の実

１２０ 

Fig. ５ Part of unwrapped interferograms for the descending orbits. Acquisition dates of images are 
indicated on the upper left corner of each image. Green to blue colors indicate increase of the 
line-of-sight, while orange to red colors show decrease. K and O indicate the location of the 
Kyoto and Osaka prefectural offices, respectively.
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線）。Fig. ９の疑似上下成分図より抽出した水準
点を含むピクセルでの変動を５倍してプロットす
るとFig. １２中の破線が得られる。両者の上下変
動のパターンはよく似ており，妥当な結果が得ら
れていると結論できる。なお，観測期間の違い，
SAR画像中のサンプリング領域の大きさなどの影
響により，特に水準点２１８-１などにおいて両者に
多少の差が生じていると考えられる。
　今回の解析でいくつか興味深い変動が検出され
た。特に，京都盆地南部の隆起と有馬・高槻構造
線に沿った沈降は注目に値する。

１２１

Fig. ６ Stacked interferogram for the ascend-
ing orbit over the Kyoto-Osaka area. 
Diamonds indicate the Kyoto (K) and 
Osaka (O) Prefectural Offices. Small 
squares are the first order leveling 
benchmarks of the Geospatial Informa-
tion Authority.  Thin solid lines are 
surface traces of active faults. Black 
and yellow arrows show the direc-
tions of heading of satellite and 
emission of microwave, respectively. 
Blue to purple colors indicate in-
crease of the line-of-sight, while 
yellow to red colors show decrease. 
TN and AM denote Toyonaka and 
Amagazaki cities, respectively. ATTL, 
UF, UJF, IF, NYF, KTF, and HF are 
the Arima-Takatsuki Tectonic Line, 
Uemachi, Ujigawa, Ikoma, Nishiyama, 
Katagihara and Haikata faults, 
respectively.

Fig. ７ Stacked interferogram for the descend-
ing orbit over the Kyoto-Osaka area. 
The legend is common to Fig. ６.

Fig. ８ Interferograms of pairs for TerraSAR-
X images acquired during September -
October, ２００８ and December, ２０１０. 
Linear discontinuities are boundaries 
of interferograms due to the superpo-
sition of three interferograms. Blue to 
purple colors indicate increase of the 
line-of-sight, while yellow to red 
colors show decrease. See also the 
legend of Fig. ６.
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　前者は，隆起域の西の境界が活断層に一致して
おり，ここで地層の物性が変わると推察される。
Las Vegasのケース（Bell et al., ２００２）と同様に，
活断層の西側は透水性の低い岩盤，東側は帯水層
で構成されると考えられる。南側の境界は，宇治
川断層より有意に北にずれており，宇治川断層と
は異なる物質境界の存在を示唆する。
　この隆起がいつ始まったか，については，以下
のように考える。Fig. １２では，SARから推定し
た疑似上下変動を５倍すると水準測量結果とオー
ダーが合うことを示した。水準測量の結果は１９９６
年から２００９年の上下変動であるのに対し，SAR
データは２００６年から２０１０年の４年間の平均隆起速
度である。すなわち，SARの観測は，水準測量の
期間のうち最後の１/３をカバーする。SARで得ら
れた速度で隆起していたとすると，２００４年ころに
隆起が始まったと推定される。京都府乙訓地域で
は，２０００年に上水の水源が地下水から桂川水系の
京都府営水道に切り替えられた（環境省，２０１２）。
地盤隆起の原因として，堆積層中の帯水層の膨張
が考え易いことから，この水源の切り替えによる

１２２ 

Fig. ９ The result of ２．５D analysis of 
stacked interferograms in Figs. ６ and 
７. The quasi-vertical components are 
shown. Blue to purple colors indicate 
subsidence, while yellow to red colors 
show uplift. The legend is common to 
Fig. ６.

Fig. １０ Close-up map of the Kyoto basin of 
quasi-vertical component (Fig. ９ ). 
Squares and diamond indicate leveling 
benchmarks and the Kyoto Prefectural 
Office, respectively. Numerals are 
identification code of benchmarks. JF, 
KF, and HF denote the Ujigawa, 
Katagihara and Haikata faults, 
respectively.

Fig. １１ The result of ２．５D analysis of 
stacked interferograms in Figs. ６ and 
７. The east-west components are 
shown. Blue to purple colors indicate 
westward shift, while yellow to red 
colors show eastward motion. The 
legend is common to Fig. ６.
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地下水位の回復が最も可能性が高い。しかし，隆
起開始が２００４年ころとするSARデータからの推
定とは整合しない。上記の推定では一定の割合で
隆起したと仮定したが，時間的に変化したことも
考えられる。このため，２０００年から２００６年までの
間にどのような変動が生じていたかを解明するこ
とが必要である。これは，ERS/Envisatなどの
データを解析することで可能であると考える。
　次に，有馬・高槻構造線に沿った帯状の沈降領
域について考える。有馬・高槻構造線は右横ずれ
断層であるので（寒川，１９７８），この運動が進行し
ているのであれば，断層の南側に西向き，北側に
は東向きの変動が期待される。しかし，東西方向
の成分には変化が見られないので（Fig. １１），断
層運動によるものとは考えにくい。有馬・高槻構
造線は北摂山地と千里丘陵の間を走っており，断
層のトレースも複数認められていることから，地
溝を形成していると考えられる。赤松ら（２００６）
による重力データから推定した基盤構造には，有
馬・高槻構造線に沿って，複数の窪みが並んでい
ることがわかる。この窪みの堆積層は周囲より厚
いので，帯水層の貯水量も周囲より大きいと考え
られる。何らかの原因でこの帯水層中の水が大き

く減少し，水位低下をおこしたために沈下が生じ
た可能性がある。

５．結論および今後の課題
　ALOS/PALSARの京都盆地と大阪平野の画像を
収集し，干渉解析・スタッキングと２．５次元解析を
行い，地盤変動の疑似上下成分と東西成分を抽出
した。その結果，京都盆地と大阪平野に特徴的な
以下の地盤変動が進行していることが明らかと
なった。
１）京都盆地南部の年約１０mmの隆起
２）有馬・高槻構造線に沿った年約５mmの沈降
３）豊中周辺の年約１０mmの沈降
４）大阪湾岸埋立て地の沈降，淀川北岸の沈降，
大阪府庁の西側の局所的な沈降。

　１）については水準測量結果との比較による検
証を行い，隆起の分布が活断層に制約されること
を示した。２）については，微細な基盤構造の凹
凸との関係を議論した。
　ALOSは２０１１年５月で運用停止したが，２０１４年
には後継機のALOS-２が打ち上げられる予定であ
る。今回検出された変動がどのように推移してい
くのか，ALOS-２の観測により検討できる可能性

１２３

Fig. １２ Comparison of vertical movements derived from ２.５D analysis of stacked interferograms with that 
detected by leveling surveys by the Geospatial Information Authority. Solid line indicates the 
result of the survey during the period of November, １９９６ - August, ２０００ and June - July, ２００９ 
[GSI, ２０１０]. Dashed line is x ５ magnified vertical motion sampled from Fig. ９.
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がある。一方，過去の履歴を明らかにするため，
JERS-１やヨーロッパの衛星の画像など長期間の
蓄積がなされている既存のデータを解析し，得ら
れた変動の検証を試みる必要もある。

謝　辞
　３名の査読者の貴重なご指摘のおかげで，原稿
を大きく改善することができました。西村卓也氏
と福島洋氏には，草稿に対して貴重なコメントを
いただいた。本研究で使用したPALSARデータ
は，宇宙航空開発研究機構（JAXA）による「陸域
観測技術衛星の防災利用実証実験」地震WG（事
務局）国土地理院）の活動の一環として，JAXA
および国土地理院より提供されました。また，「上
町断層の重点観測」によるサポートも頂きました。
なお，PALSAR Level１．０データの所有権は，宇
宙航空研究開発機構および経済産業省にありま
す。TerraSAR-X画像は，（株）パスコ主催SAR応
用技術研究会第３期（２０１０年度）採択課題
「TerraSAR-Xによる大阪平野の地盤沈下の把握と
地盤形状の推定」において貸与されたものを使用
しました。GNSSによる変動図の作成のため，国
土地理院電子基準点GEONETのF３解析解を使用
しました。以上の方々に感謝致します。

参考文献
赤松純平・中村佳重郎・西村敬一・駒澤正夫：重力
データを用いた地殻密度構造，大都市圏大震災
軽減化特別プロジェクトⅠ　地震動（強い揺れ）
の予測「地殻構造調査研究」平成１７年度成果報
告 書，pp.５７１-５７６，http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ 
daidai/h１７seika-hokokusho/honbun_final/３_３_１２ 
(pp.５７１-５７６).pdf，２００６．

Bell, J.W., F. Amelung, A.R. Ramelli, and G. 
Blewitt: Land subsidence in Las Vegas, 

Nevada, １９３５-２０００: New geodetic data show 
evolution, revised spatial patterns, and reduced 

rates”, Environmental Engineering Geoscience, 

vol. VIII, ３, １５５-１７４, ２００２.
Elliot, J.R., E.K. Nissen, P.C. England, J.A. Jackson, 

S. Lamb, Z. Li, M. Oehlers, and B. Parsons: 

Slip in the ２０１０-２０１１ Canterbury earthquakes, 
New Zealand, J. Geophys. Res. Vol.１１７, 

B０３４０１, doi:１０.１０２９/２０１１JB００８８６８, ２０１２.
Fujiwara, S., T. Nishimura, M. Murakami, H. 

Nakagawa, and M. Tobita: ２.５-D surface 
deformation of M６.１ earthquake near Mt Iwate 
detected by SAR interferometry, Geophys. Res. 

Lett., Vol.２７, pp.２０４９-２０５２, ２０００.
Hashimoto, M., and Y. Fukushima: Evaluation of 

the Capability of ALOS/PALSAR to Detect 

Secular Crustal Deformations in Subduction 

Zones, Special Issue of the ２８th International 
Symposium on Space Technology and Science, 

http://archive.ists.or.jp/upload_pdf/２０１１-n-１２.pdf, 
２０１１.

Hashimoto, M., T. Sagiya, H. Tsuji, Y. Hatanaka, 

and T. Tada: Co-seismic displacements of the 

１９９５ Hygo-ken Nanbu earthquake, J. Phys. 
Earth, Vol.４４, pp.２５５-２７９, １９９６.

Ito, K., Y. Umeda, H. Sato, I. Hirose, N. Hirata, T. 

Kawanaka, and T. Ikawa: Deep seismic surveys 

in the Kinki district: Shingu-Maizuru line, Bull. 

Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo, Vol.８１, pp.２３９-
２４５, ２００６.

Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, and E. Guevara: 

Hole-filled seamless SRTM data V４, Interna-
tional Centre for Tropical Agriculture (CIAT), 

available from http://srtm.csi.cgiar.org, ２００８, 
２０１３年１２月６日。

地震調査委員会：「合成開口レーダーによる地震活動
に関連する地殻変動観測手法について」報告書，
pp.５７，２０１１．

環境省：全国地盤環境情報ディレクトリ（平成２３年
度版）－京都府【京都盆地】，http://www.env.go.jp/ 
water/jiban/dir_h２３/２６kyouto/kyouto/index.html，
２０１２，２０１３年１２月６日．

国土地理院：近畿地方の地殻変動，地震予知連絡会
会 報，８４巻， pp.４０８-４１１， http://cais.gsi.go.jp/ 
YOCHIREN/report/kaihou８３/０８_０２.pdf，２０１０．

Sandwell, D., D. Myer, R. Mellors, M. Shimada, B. 

Brooks, and J. Foster: Accuracy and resolution 

of ALOS interferometry Vector deformation 

maps of the Father’s Day intrusion at Kilauea, 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote 

Sensing, Vol.４６, pp.３５２４-３５３４, ２００８.
寒川　旭：有馬－高槻構造線中・東部地域の断層変
位 地 形 と 断 層 運 動，地 理 学 評 論，Vol.５１，
pp.７６０-７７３，１９７８。

Sekiguchi, H., K. Irikura, and T. Iwata, Fault 

１２４ 



自然災害科学 J. JSNDS 33- 2（2014）

geometry at the rupture termination of the 

１９９５ Hyogo-ken Nanbu earthquake: Bull. 
Seism. Soc. Am., Vol.９０, pp.１１７-１３３, ２０００.

島田政信：ALOS/PALSARの運用と干渉について，測
地学会誌，Vol.５６，No.１，pp.１３-３９, ２０１０.

宇宙航空研究開発機構：陸域観測技術衛星「だいち」
（ALOS）プロジェクトについて，平成２４年１月
１１日宇宙開発委員会提出資料，http://www. 
jaxa.jp/press/２０１２/０１/２０１２０１１１_sac_daichi.pdf， 
２０１２，２０１３年１２月６日

　
（投 稿 受 理：平成２５年１２月２６日 
訂正稿受理：平成２６年４月２４日）

１２５



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00275370523730fb0044005351fa529b752800280043004d0059004b002900270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


