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干渉 SAR 解析を用いた
2011 年東北地方太平洋沖地震で発生した
東京湾臨海域の液状化に伴う
広域地表変動量の推定
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2011 年 3 月 11 日，東北地方太平洋沖を震源とするモーメントマグニチュード（Mw）9. 0 のプレート境界
地震が発生し，広範囲の地域で地盤液状化を引き起こした．本研究では，東京湾臨海域の地盤液状化に着
目し，衛星リモートセンシング技術の 1 つである差分干渉 SAR 解析を用いて，液状化に伴う地盤沈下量と
沈下の空間的広がりを調べることを試みた．この解析手法は，衛星によって地表変動を広域かつ高密度に
測定できるのが特徴である．本研究で得られた結果と噴砂分布の現地調査の結果は整合的であることか
ら，液状化調査のツールとして差分干渉 SAR 解析が有効であると分かった．
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1. はじめに

る数 cm~数十 cm の建物の抜け上がりや地盤沈下が
生じていることが分かっており4）, 7），これらのデー

2011 年 3 月 11 日，東北地方太平洋沖を震源とす

タは液状化が発生した地域内において，液状化の程

るモーメントマグニチュード（Mw）9. 0 の海溝型プ

度に差が出ていることを示唆している．しかし，液

レート境界地震が発生した1）, 2）, 3）．モーメントマグ

状化による地盤沈下量と，沈下の空間的広がりは明

ニチュード 9. 0 の地震は，日本国内観測史上最大で

らかになっていない．そこで本研究では，衛星リ

あり，世界的に見ても 1900 年以降，世界第 4 位の規

モートセンシング技術の 1 つである差分干渉 SAR

模の地震となった．この地震により，大規模な地盤

解析を用いて，地盤沈下量と沈下の空間的広がりの

液状化が発生し，東京湾臨海部の埋立地では，広域

推定を試みた．

な地域において液状化による建物やマンホールの抜

差 分 干 渉 SAR 解 析 と は，合 成 開 口 レ ー ダ ー

け上がり等が報告され，建物や道路などのライフラ

（Synthetic Aperture Rader；SAR）による 2 回の能動的

インにも影響を及ぼした ．液状化は，地震直後の

なマイクロ波の送受信による観測データの位相差か

4）

より，主に埋立地で起こって

ら，対象地域の衛星視線方向の地表変動を推定する

いることが報告されている．しかし，埋立地全域に

手法である8）, 9）, 10）．本研究で用いた差分干渉 SAR

発生しているわけではなく，発生している箇所とそ

解析ではセンチメートルオーダーの精度で地表変動

うでない箇所が混在していることが報告されてい

を推定することが可能である．さらに，衛星データ

る．さらに浦安などの一部の地域では，液状化によ

を用いるため，地表変動を広範囲（数十 km2程度）か

噴砂分布の調査

4）
, 5）
, 6）
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表‑1 解析に用いたデータの概要

つ高密度（数十 m 間隔）に推定できるという利点を
持つ．差分干渉 SAR 解析が開発された当初は地震
等によって引き起こされる数 km2 ~数百 km2 に及ぶ
広範囲の地表変位を起こす対象に対して多く用いら
れていたが8）, 11），データの質の向上や解析手法の改
良に伴い，地滑りや地震によるトンネル被害など数
十 m2 ~数百 m2 の範囲に渡る局所的な地表変動の推
定にも多く用いられるようになった12）, 13）, 14）．2011
年東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた東
京湾臨海域の地盤液状化は，これまでの研究から合
計 42km2の地域で発生したことが報告されており4），
地域による発生状況の違いを考慮しても数 m2~数百

図‑1 差分干渉 SAR 解析の流れ．マスター画像，スレー
ブ画像はそれぞれ，1 回目の観測画像（本研究では
2011/ 02/ 19 の観測画像），2 回目の観測画像（本研
究では 2011/ 04/ 06 の観測画像）を指す．

m2程度，場所によっては数 km2の空間的規模で発生

水平な方向）に約 3. 1m の解像度を持つ．データは

していることが想定される．そのため，差分干渉

共に北行軌道のオフナディア角 34. 3°で観測された

SAR 解析により地盤沈下量と沈下の空間的広がりの

ものであるため，最終的に得られる地表変動では，

推定が可能と考えられる．

上向きもしくは西向きの地表変動が見られた場合は
正の値を示し，下向きもしくは東向きの地表変動が
見られた場合は負の値を示す．異なる軌道（南行軌

2. 解析手法

道）で観測された SAR データを用いることで 2 次元
もしくは 3 次元の変動を観測可能となるが，
「だい

（1）差分干渉 SAR 解析及び用いたデータ

ち」の運用が 2011 年 5 月に停止され，地震後の異な

本研究では，2011 年東北地方太平洋沖地震によっ

る軌道のデータを入手できなかった．そのため，本

て引き起こされた液状化に伴う地表変動を推定する

研究では衛星視線方向のみの地表変動量の推定を

ため，地震前（2011 年 2 月 19 日）と地震後（2011 年

行った．

4 月 6 日）の SAR 観測データを用いて解析を行った

解析は GAMMA software を用いて行った（図‑1）
．

（表‑1）．このデータは 2006 年 1 月に経済産業省及

解析時にノイズを低減させる目的で隣接するピクセ

び宇宙航空研究開発機構によって打ち上げられた衛

ルを平均化する処理（マルチルック処理）をレンジ

星「だいち」
（Advanced Land Observing Satellite；ALOS）

方向に 3pixel，アジマス方向に 7pixel 行ったため，推

に搭載されている Phased Array type L‑band Synthetic

定した地表変動はレンジ方向に約 14m，アジマス方

Aperture Radar （PALSAR）によって観測されたもの

向に約 22m の解像度をもつ．本研究では干渉度（観

である．用いたデータは東京湾臨海域を含む観測

測された位相のノイズ量を表す指標）0. 35 以上の位

データのうち，地震発生日をはさむ最短の期間の

相を用いて地表変動を推定した（図‑2）．なお，干渉

データペアである．地震後の観測日である 4 月 6 日

度が 0. 35 以下の地域の位相の補間は，推定する地表

の時点では噴砂が既に取り除かれている地域も多

変動の精度を下げると判断したため，実施していな

く，沈下量に取り除かれた噴砂の影響が含まれてい

い．解析の結果，得られた差分干渉画像は観測間の

る可能性はある．しかし，ここでは取り除かれた噴

衛星視線方向の地表変動に伴う位相変化を表してお

砂の分も含めた量を沈下量と仮定し，議論を行う．

り，東京湾臨海域に位相の乱れを確認できる（図‑2

また，より空間的に小さな地表変動を抽出するため， （b））．
高分解能モードで観測されたデータを用いた．その
ため，データはレンジ方向（衛星進行方向に直行す
る方向）に約 4. 7m，アジマス方向（衛星進行方向に
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図‑2 差分干渉画像（地表変動に伴う衛星視線方向の位相変化）．
（a）解析シーン全体，
（b）東京湾臨海域の拡大図．東
京湾臨海域では広域的な位相の変化の傾向とは異なった傾向の位相の変化を確認できる．

（ⅱ）の軌道推定誤差の影響とは，2 回の観測時の
衛星の軌道差による位相の影響を取り除くために用
いる軌道データの推定誤差に伴う位相変化である．
また，
（ⅲ）の電離層の影響とは，観測間の電離層の
電子密度変化によるマイクロ波の電波遅延による位
相変化を指す．これらの影響があった場合，同様に
画像全体にわたる長波長の位相変化として表れるこ
とが知られている10）．本研究においても，差分干渉
SAR 解析の結果と GPS データをある同一の観測点
を基準にした相対的な変動量で比較した際に，軌道
推定誤差もしくは電離層の影響と考えられる北西か
ら南東に渡る長波長の位相変化が見られた．これら
の影響は GPS 等の外部のデータを用いて 1 次もしく
は 2 次関数で近似的に除去することが可能であ
（ⅱ）及び（ⅲ））のため，
る15）．以上の目的（（ⅰ），
差分干渉 SAR 解析結果と GPS の地表変動の差を 2
次関数で近似的にモデル化することによって補正を
行った（式（1））
．

図‑3 解析地域全体の衛星視線方向（LOS 方向）の地表変
動（LOS displacement）．黒 丸 は GEONET に よ る
GPS 観測点を表し，赤字及び黒字はそれぞれ，GPS
観測点における差分干渉 SAR 解析結果，GPS によ
り得られた衛星視線方向の変動量を表す．

d−d≅β+β+β +β+β +β  

こ こ で，dGPS，dSAR は そ れ ぞ れ GPS と 差 分 干 渉

SAR 解析で得られた変動量であり，β0 ~ β5 は係数

（2）GPS データを用いた補正

群，x，y はレンジ方向，アジマス方向の座標である．

次に，差分干渉 SAR 解析で得られた地表変動量の
補正を行なうために， GPS データとの比較を行なっ
た．補正を行う目的は，次の 3 点である．

GPS は国土地理院が公開している GPS 連続観測網
（GEONET）の観測値（F3 解）を用いた．観測データ
は本研究で用いた SAR 画像内に存在する 17 点を用

（ⅰ）差分干渉 SAR 解析で得られる変動は，解析

い，SAR 画像 と同じ観 測期間（2011 年 2 月 19 日

地域内に仮定した変動量零点からの相対的な変動量

‑2011 年 4 月 6 日）の緯度，経度，標高の変化から衛

であるので，GPS を用いて十分遠くに基準点を置い
た変動量を推定するため．
（ⅱ）軌道推定誤差による影響を除去するため．

（1）

星視線方向の変動量を計算した．固定点には福江
（950462）を用いた．なお，比較を行なった際，埋立
地に近い GPS 観測点（千葉花見川（950225）
）におい

（ⅲ）電離層による影響を除去するため．
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変動量に差が見られた．局所的な変動量の分布をよ
り詳しく調べるため，4 つの地域（A：浦安市周辺，
B：船橋市周辺，C：習志野市周辺，D：千葉市周辺）
それぞれについて議論を行う（図‑5, 6）．
（1）浦安市周辺の埋立地を中心とした地域（図‑5A, 図
‑6A）
この地域の地表変動量の分布で特徴的なことは，
陸側の埋立地で局所的な変動が生じている点であ
る．ここでは周囲の変動量より 15cm ほど局所的に

図‑4 東京湾臨海域における衛星視線方向の地表変動図．
（A）浦安市周辺，
（B）船橋市周辺，
（C）習志野市周
辺，
（D）千葉市周辺．

衛星から遠ざかる方向に変動（沈下）が起こってい
る．なお，干渉度の低下により，変動が得られなかっ
た地域もあった．干渉度の低下の原因については“ 5

て周りの観測点と異なる傾向が見られたため，本研

（2） 液状化を対象とした差分干渉 SAR 解析”で述べ

究では解析に使用しなかった．

る．また，海沿いの埋立地では局所的な沈下がほと
んど起こっていない地域も確認された．

3. 差分干渉 SAR 解析結果

（2）船橋市周辺の埋立地を中心とした地域（図‑5B, 図
‑6B）

GPS を用いた補正の結果，解析地域の北東部（2011

この地域では周囲の地盤の変動と比較して，最大

年東北地方太平洋沖地震の震源方向）に向かって衛

約 5cm の衛星から遠ざかる向きの変動（沈下）が確

星から遠ざかる向きの変動量が増えていく傾向が見

認された．ただし，より内陸部の埋立地ではほとん

られた（図‑3）．この変動は 2011 年東北地方太平洋

ど変動量が見られなかった．この地域は全般的に，

沖地震の広域的な変動を表している．また，本研究

浦安市周辺（A）や習志野市周辺（C）等，局所的な

で対象とする東京湾臨海域では，約 25cm~約 30cm

変動量が大きい地域と比較して全体的に小さい値を

の衛星から遠ざかる向きの変動が生じていることが

示す傾向にあった．

分かった．図‑3 では GPS 観測点における本研究の
解析結果（図‑3 の赤字）と GPS データの衛星視線方 （3）習志野市周辺の埋立地を中心とした地域（図‑5C,
図‑6C）

向の変動量結果（図‑3 の黒字）を示している．GPS
と差分干渉 SAR 解析結果の地表変動量の差は平均

この地域では陸側に近い埋立地で周囲の地盤の変

‑0. 78cm であり，この差は本研究で目指す解析の精

動と比べて 25cm ほど局所的に衛星から遠ざかる方

度を考えると良い一致を示していると考えられる．

向に変動（沈下）が確認された．なお，この地域は今

東京湾臨海域に注目すると，広域的な変動傾向とは

回解析を行った東京湾臨海部において最も局所的な

異なる局所的な変動が見られた（図‑4）
．これらの局

変動量が大きかった．また，海沿いではほとんど局

所的な変動は，衛星から遠ざかる向きに起こってい

所的な変動が観測されない地域が存在するのに対し

る．局所的な変動の量と広がりをより詳しく調べる

て，陸側の埋立地において顕著な局所的な沈下が認

ため，本研究では東京湾臨海域を大きく 4 つの地域

められた．

（A：浦安市周辺，B：船橋市周辺，C：習志野市周辺，
D：千葉市周辺）に分け（図‑4）
，それぞれの地域の平 （4）千葉市周辺の埋立地を中心とした地域（図‑5D, 図
均的な地盤の変動と比較して約 3cm 以上衛星から遠

‑6D）

ざかる向きの変動量を局所的な変動とみなした．具

この地域では主に北西部で局所的な変動が集中し

体的には，（A）浦安市周辺は‑28cm，（B）船橋市周

ており，周囲の地盤の変動と比べて，最大 15cm ほど

辺，
（C）習志野市周辺，
（D）千葉市周辺は‑30cm 以

衛星から遠ざかる方向に変動（沈下）が見られた．

下の変動（この値よりも衛星から遠ざかる方向に起

一方で，南東部の地域は局所的な変動がほとんど見

こっている変動）を局所的な変動とみなした（図‑5）
．

られなかった．

この衛星から遠ざかる向きに起こっている局所的な
変動は地盤沈下を表していると推測される．局所的
な沈下は主に埋立地で起きており，埋立地の中でも
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図‑5 東京湾臨海域（図‑4（A）~（D））の衛星から遠ざかる向きの局所的な変動．
（A）~（D）では平均的な地盤の変動
量よりも約 3cm 以上衛星から遠ざかる向きの変動量を局所的な変動とした（
（A）:‑28cm，
（B）~（D）:‑30cm 以下の
変動を局所的な変動とみなした）．灰色の箇所は干渉度の低下により変動が得られなかった地域を示す．また，
黒線は明治時代の海岸線16）を示し，本研究では明治時代の海岸線よりも海沿いを埋立地とみなした．

4. 考察

は，現地調査で噴砂が確認された箇所を赤線，噴砂
が確認されなかった箇所を青線で示し，本研究で得

（1）噴砂分布との比較

られた局所的な変動を黒色，干渉度の低下により変

本研究で得られた地表変動と，地震直後の噴砂分

動量が推定できなかった箇所を灰色で示した．この

布の調査結果との比較を行った．噴砂分布の調査結

図においてもこれまでと同様に（A）浦安市周辺は

果は国土交通省関東地方整備局及び地盤工学会が発

‑28cm 以下の変動，
（B）船橋市周辺，
（C）習志野市周

表している結果を用いた ．この噴砂分布の調査結

辺，（D）千葉市周辺においては‑30cm 以下の変動を

果は，噴砂分布は地震直後の現地調査や航空写真の

局所的な変動（沈下）としている．

6）

判読により液状化の有無が判定されている．図‑6 で

本研究の解析で局所的な沈下が認められた領域
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図‑6 地震直後の噴砂調査の結果との比較．噴砂調査の結果は国土交通省関東地方整備局及び地盤工学会により報告さ
れた結果6）を用いた．赤線は噴砂が確認された箇所，青線は噴砂が確認されなかった箇所を示す．黒色，灰色は
それぞれ，本研究により推定された局所的な沈下域，干渉度の低下により地表変動の推定を行わなかった箇所を
示す．

（図‑6，黒色）で，噴砂が認められた地域（図‑6，赤

んど局所的な変動が見られなかった．噴砂分布と局

線）と認められなかった地域（図‑6，青線）の割合を

所的な変動が整合的であることから，本研究で推定

調べた結果，90% が噴砂の認められた地域であった．

された局所的な地表変動は，液状化によって引き起

このことから，本研究で推定された局所的な沈下は，

こされたものであると言える．

主に噴砂が確認された箇所で発生していると言え
る．また，習志野市近辺は，解析した地域内におけ （2）液状化を対象とした差分干渉 SAR 解析
る局所的な変動の中で最大の変動量が見られたが，

本研究の結果から，液状化に伴う地表変動が差分

この地域では噴砂が集中的に確認されていた．ま

干渉 SAR 解析によって広域かつ高密度に推定可能

た，噴砂が確認されていない千葉市付近では，ほと

であることが示された．一方，差分干渉 SAR 解析で
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5. まとめ

捉えることのできない液状化による地表変動も存在
する．1 つは変動域の水平方向のスケールによるも
のである．つまり解析の解像度が原因である．本研

本研究では差分干渉 SAR 解析を用いて，東京湾臨

究で行った差分干渉 SAR 解析結果の解像度はレン

海部における東北地方太平洋沖地震前後の地表変動

ジ方向に約 14m，アジマス方向に約 22m である．地

を推定した．このとき得られた局所的な地表変動分

表変動が解像度と比較して非常に狭い領域で起こっ

布は，地震直後の液状化による噴砂分布の結果と調

ている場合，差分干渉 SAR 解析でとらえることは難

和的であった．そのため，今回得られた局所的な地

しい．

表変動分布は，液状化によって引き起こされた地表
変動量と考えることができる．本研究の結果から，

また，データ解析の中で位相の連続化を行うアン
ラッピング処理があるが，画素間の変動量が半波長

差分干渉 SAR 解析を行うことにより，沈下の広がり

（11. 8cm）を超えた場合，位相の連続化が不可能にな

が明らかになるだけでなく，地表変動量から液状化

るために解析結果に表れない．そのため，推定した

現象の程度に差があることを示すことができた．以

地表勾配の最大値はレンジ方向に 8. 4mm/ m，アジマ

上のことから，従来は液状化履歴の判定は地震後す

ス方向に 5. 4mm/ m と理論上推定される．

ぐに実施される踏査や航空写真の判読などによる噴

このような制限は存在するものの，本研究の結果

砂や噴水の調査が主であったが，差分干渉 SAR 解析

には局所的な変動量が明らかに表れており，液状化

も液状化履歴調査のツールの 1 つとして有効である

による沈下の局所的な広がりを示していると考えら

ことが示された．

れる．また，本研究で用いたデータは ALOS によっ
て観測されたものであるが，宇宙航空研究開発機構

謝辞：本研究で使用した PALSAR の原データの所有

により 2013 年に打ち上げが計画されている後継機

権は経済産業省（METI）及び宇宙航空研究開発機構

ALOS‑2 では，より高い空間解像度でデータを観測

（JAXA）にある．レベル 1. 0 データは資源環境観測

可能となるように計画されており，今後この手法の

解析センター（ERSDAC） GDS で生産し，提供して

液状化調査に対する適用可能性は益々高まっていく

頂いた．GPS データは国土地理院の電子基準点網
（GEONET）を使用した．液状化の調査結果は国土交

と考えられる．
また，液状化に伴う地表面の物性の変化や急激な

通省関東地方整備局及び地盤工学会より提供して頂

勾配を持つ地表変位等は，干渉度の低下を引き起こ

いた．また，査読者の方々からは有益な指摘を頂い

す要因となる10）, 17）．そのため，位相の連続化がで

た．本研究は京都大学 GCOE プログラム「アジア・

きない場合，変動量を推定することが難しくなる．

メガシティの人間安全保障工学拠点」の助成を受け

2007 年新潟県中越沖地震においても液状化が原因と

て行ったものである．ここで感謝の意を示します．

される干渉度の低下及び位相の不連続が差分干渉
SAR 解析結果に表れている18）．本研究では，干渉度

参考文献

の閾値を 0. 35 とし，干渉度の低下が著しい場合，そ

1)

の地域の位相情報は解析に用いなかった．今回の解

気象庁：
「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」
について(第 15 報)，http://www.jma.go.jp/jma/press/110

析結果の干渉度の低下が液状化現象が原因となって

3/13b/kaisetsu201103131255.pdf, 2011.

いるとすれば，この地域では大きな変動が起こって

2)

Ozawa, S., Nishimura, T., Suito, H., Kobayashi, T., Tobita,

いる可能性がある．実際に，干渉度が低下した領域

M. and Imakiire, T. : Coseismic and postseismic slip of the

（図‑6，灰色）で噴砂が認められた地域（図‑6，赤線）

2011 magnitude‑9 Tohoku‑Oki earthquake, Nature, Vol.

と認められなかった地域（図‑6，青線）の割合を調べ

475, pp. 373‑376, 2011.

た結果，90％が噴砂が発生している地域であった．

3)

Ammon, C. J., Lay, T., Kanamori, H. and Cleveland, M. : A

一部で著しい干渉度の低下が見られたものの，解析

rupture model of the great 2011 Tohoku earthquake, Earth

に用いたほとんどの地域での干渉度は良好であっ

Planets Space, Vol. 63, pp. 693‑696, 2011.

た．このように全体的に見て干渉度が良かった要因

4)

安田

進，原田健二：東京湾岸における液状化被害，

地盤工学会誌，Vol. 59，No. 7，pp. 38‑41, 2011.

として，PALSAR のセンサの質やデータ間の垂直基
線長が 394m であり臨界垂直基線長（干渉処理が可

5)

千葉県環境研究センター：平成 23 年(2011 年) 東北太
平洋沖地震による東京湾埋立地での液状化−流動化

能な最大垂直基線長）と比べて十分小さかったこと，

被害(第 1 報)，http://www.wit.pref.chiba.lg.jp/_sui_chi/ch

都市部の解析であったことが挙げられる．

ishitu/touhoku/touhoku.html, 2011.
6)

181

国土交通省関東地方整備局，地盤工学会：東北地方太

土木学会論文集C（地圏工学）, Vol. 68, No. 1, 175-182, 2012.

7)

平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現象の実態

干渉 SAR 解析による新潟県中越沖地震に伴う山岳ト

解明，http://www.ktr.mlit.go.jp/ or http://www.jiban.or.jp/

ンネルメカニズムの解明，土木学会論文集，Vol. 65，

千葉県環境研究センター：第 3 報千葉県内の液状化−

No. 4，pp. 989‑997，2009．

流動化被害とその被害の概要及び詳細分布調査結果，

14) 道中仁志，平松良浩：ALOS/ PALSAR データの干渉解
析による白山の地すべり変位の検出，測地学会誌，

http://www.wit.pref.chiba.lg.jp/_sui_chi/chishitu/touhoku/t
ouhoku.html, 2011.
8)

9)

Vol. 56，No. 4，pp. 179‑194，2010．

Massonnet, D., Rossi, M., Carmona, C., Adragna, F., Peltzer,

15)

Simons, M., Fialko, Y. and Rivera, L. : Coseismic

G., Feigl, K. and Rabaute, T. : The displacement field of the

deformation from the 1999 Mw7. 1 Hector mine, California,

Landers earthquake mapped by radar interferometry, Nature,

earthquake as inferred from InSAR and GPS observations,

Vol. 364, pp. 138‑142, 1993.

Bulletin of Seismological Society of America, Vol. 92, No. 4,

藤原

pp1390‑1402, 2002.

智，飛田幹男：地表変動検出のための干渉 SAR

画像作成技術，測地学会誌，Vol. 45，No. 4，pp. 283‑295，

16) 山口恵一郎，佐藤
一：日本図誌大系

1999．
10) Simons, M. and Rosen, M. : Interferometric Synthetic

17)

侊，沢田

清，清水靖夫，中島義

関東(2)，pp. 2‑37，朝倉書店，2011．

Zebker, H. A. and Villasenor, J. : Decorrelation in

Aperture Rader Geodesy, Elsevier B. V, Treatise on

interferometric radar echoes, IEEE Transactions on

Geophysics, Vol. 3, pp. 391‑446, 2007.

Geoscience and Remotesensing, Vol. 30, pp. 950‑959,

11) Massonnet, D. and Feigl, K. : Radar interferometry and its

1992.

application to changes in the earth’ s surface, Reviews of

18) 宇根

12) 藤原

寛，佐藤

浩，矢来博司，飛田幹男：SAR 干渉

画像を用いた能登半島地震及び中越沖地震に伴う地

Geophysics, Vol. 36, pp. 441‑500, 1998.
智，仲井博之，板橋照房，飛田幹男，矢来博司：

JERS‑1 干渉 SAR による小空間スケール地表変位の検

表変動の解析，日本地すべり学会，Vol. 45，No. 2，pp.
125‑131，2008．

出，測地学会誌，Vol. 51，No. 4，pp. 199‑213，2005．
13) 辻

健，山本勝也，山田泰宏，松岡俊文，朝倉俊弘：

（2011. 7. 20 受付）

SURFACE DISPLACEMENT INDUCED BY LIQUEFACTION OF THE 2011
TOHOKU-OKI EARTHQUAKE IN TOKYO BAY AREA USING INSAR ANALYSIS
Kazuya ISHITSUKA, Takeshi TSUJI, Toshifumi MATSUOKA and Toshimi MIZUNO
On March 11th 2011, the Tohoku-Oki earthquake (Mw9. 0) was generated along the Japan Trench and
triggered a lot of aftershocks. The extent of damage caused by these earthquakes were enormous. One of the
damages caused by this earthquake is land subsidence induced by soil liquefaction. Here, we focus on the soil
liquefaction at waterfront area along Tokyo bay. In this study area, it was reported that sand boiling as well as
soil liquefaction was widely found especially in the artificially filled ground. However it is difficult to reveal
quantitative degree of the surface deformation associated with soil liquefaction only using ground-based
observation system. Therefore, the goal of this study is to estimate surface deformation induced by the soil
liquefaction in this area using Differential Interferometric SAR (DInSAR) analysis. In the result, we
succeeded in estimating distribution of the surface deformation associated with liquefaction at the waterfront
area and found that surface deformation is not uniformly occurred in the artificially filled ground.
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