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序 
 
 
 経済活動に不可欠な基礎物質である銅・鉛・亜鉛等の非鉄金属資源は、今後

世界的規模でその消費が増大する見込みであり、我が国経済の維持・発展のた

めには、従来に増して、その安定供給確保に向けた努力が求められている。 
 このような観点から、探査活動を積極的に推進し、安定的な非鉄金属資源供

給源を確保するとともに、資源の大消費国として世界の資源供給量の拡大に貢

献していくことは極めて重要である。しかしながら、今後開発される非鉄金属

鉱床については、より潜頭化・奥地化するものと考えられており、既存の探査

技術では新鉱床の発見はますます困難になっていく見込みになる。 
 このような課題に対し、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、

非鉄金属鉱物資源の探鉱・開発等に係る技術開発事業の一環として、機構自ら

が実施する地質構造調査等の効率的実施に資する鉱物資源探査技術開発を行っ

ている。 
 本報告書は、そのプロジェクトの一つであるリモートセンシングによる探査

技術開発について取りまとめたものである。 
 本報告書の刊行にあたり御協力頂いた関係各位に深く感謝申し上げる次第で

ある。 
 
 
平成１７年３月 
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鉱物資源探査技術開発等調査 リモートセンシングによる探査技術開発 

 

1. プロジェクトの目的 
本プロジェクトは，次世代の高精度衛星センサを利用して鉱床有望地域などを抽出

するために必要なデータ解析技術の研究開発を行うことにより，探査技術の高度化・

効率化を目指し，機構自らが実施する地質構造調査等の業務の効率的実施に資するこ

とを目的とする。なお，本プロジェクトは平成１５年度までは経済産業省からの委託

事業（鉱物資源探査技術開発等調査）の一プロジェクトとして実施したが，平成１６

年度には同事業が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の自らの交付金事業

となり，平成１５年度までの成果を継承する形で，本プロジェクトを実施した。 
人工衛星に搭載された観測センサーによる地表の解析は，鉱物資源の探査活動にお

ける初期の広域的な調査段階でその効率性の高さから活用されてきた。しかし，近年

未探鉱地域への比重が高まるにつれて探鉱の奥地化が進んでおり，より精度の高いリ

モートセンシング技術が求められている。 
 具体的には，Landsat，SPOT，JERS-1，ASTER 等の多バンド光学センサーを利

用した地質解析，変質帯抽出等により探査の効率化を図ってきたが，変質鉱物の識別

精度には限界があった。また，雲量の多い熱帯等湿潤地域では光学センサーでは良好

なデータの取得が困難なため雲を透過して撮像が可能な合成開口レーダーを利用して

いるが，従来の JERS-1 等の単偏波合成開口レーダーでは岩石種の区分が不可能であ

った。 
 当事業では，以上に述べたような課題に対応するため，従来の光学センサーの発展

型としてアメリカ等で開発され現在既に運用されている衛星搭載の超多バンド光学セ

ンサー及び，我が国で計画されている衛星搭載の多偏波合成開口レーダー(PALSAR)
の利用を想定した鉱物資源探査技術の開発を目的とする。 
 
 
2. プロジェクトの経緯 

鉱物資源探査技術開発調査事業では昭和５１年度より資源衛星データ及び航空機セ

ンサーデータの金属鉱床探査への利用検討を開始し，最新のセンサーを対象として利

用技術開発を実施してきた。 
平成４年度までは Landsat TM，SPOT，その他航空機センサー等を利用し，各鉱

床タイプ別でのスペクトル解析技術，島弧会合系などでのリニアメント解析の基礎解

析技術を確立してきた。 
 平成５年度から平成７年度までは，光学センサーと合成開口レーダーを同時に搭載

する国産初の地球資源観測衛星 JERS-1 センサーによる金属鉱床探査への応用研究を

実施し，世界的な規模で植生別，鉱床タイプ別にケーススタディを行い，金属鉱床探
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査への応用技術の確立を行った。 
平成８年度から平成１２年度までは，経済産業省が開発した新型センサーASTER に

対応するリモートセンシングデータ利用技術の開発を行い，岩石及び変質鉱物を高精

度で識別するための応用技術の確立を行った。 
平成１３年度からは超多バンド光学センサー（ハイパースペクトルセンサー）及び

多偏波・多バンド合成開口レーダーに対応するリモートセンシングデータ利用技術の

開発を行っている。 
 
【現在までの主なプロジェクト】 
［スペクトル，リニアメント解析（昭和５１年度～平成４年度）］ 
本事業では昭和５１年度からランドサット TM データや航空機センサーデータによ

るスペクトル解析を開始し，裸岩地域及び半植生地域での変質帯抽出技術について検

討を実施した。 
 また，リニアメント解析では，鉱床が形成されやすい地質的な場をリモートセンシ

ングデータから抽出する手法を検討した。また，画像データからリニアメントを自動

抽出するプログラムの開発，SPOT 衛星立体視画像によるリニアメント解析，GIS を

利用した環状構造と変質帯や各種探査データとの比較検討作業等を実施した。 
 

［JERS-1 データ利用技術（平成５年度～平成７年度）］ 
 初の国産地球資源衛星 JERS-1 のデータを金属鉱床探査へ利用する方法の確立とそ

のデータの有効性について評価を行うため乾燥地域，半乾燥地域，植生地域，熱帯雨

林地域におけるケーススタディーを実施し，一部データの質的な問題を低減する処理

方法と，JERS-1 データから探査に有効な情報を引き出す解析手法の検討を行った。

また，JERS-1 データを利用するための基礎知識や実務情報を取りまとめた「JERS-1
データ利用マニュアル」を作成した。 

 
［衛星レーダー利用技術（平成８年度～９年度）］ 
衛星レーダー画像による熱帯雨林地域における鉱物資源ポテンシャル評価を目的と

して，GIS データセット（JERS-1SAR 画像の判読結果，基盤情報等）及び有望地抽

出理論等を利用したポテンシャル評価を試行した。また，東南アジア諸国における広

域ポテンシャル評価作業へのニーズの実状を調査した。 
 
［空中物理探査データ利用技術（平成８年度～９年度）］ 
 衛星リモートセンシングとともに今後の探査の重要なツールになると予想される空

中物理探査について，技術動向のレビューと今後の技術的検討課題を抽出する作業を

実施した。手法は，特に地下浅部から深部を把握するのに適した空中電磁探査を対象
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とし，解析については周波数領域による深度解析手法を採り上げた。近年，周波数領

域法では測定データから得られる地下物性分布に深度情報を加えて垂直プロファイリ

ング解析を行う手法が複数提案されており，これらの有効性をナミビア共和国オタヴ

ィマウンテンランド地区におけるケーススタディーの結果から比較検討した。 
 
［ASTER データ利用技術（平成８年度～平成１２年度）］ 
平成８年度からは ASTER の実利用に備えるため岩石・鉱物種に関するスペクトル

測定とその結果のデータベース化及びこれを ASTER バンドデータに変換した値と岩

石の化学組成との相関に関する検討及び航空機データ等から作成したシミュレーショ

ンデータを用いたマッピング試験を開始した。 
その後，標準スペクトルの測定及びデータベース化についてさらなる拡充と岩石･鉱

物指標の改良を行うとともに，平成１１年度からはポーフィリー型鉱床探査などでの

ASTER データ利用に向けて，航空機データを用いて銅鉱石鉱物の検知及びマッピン

グ技術の可能性について名古屋大学と共同で研究を開始した。 
平成１２年度には ASTER 実画像が取得されたため，これを利用したケーススタデ

ィーをチリ共和国アントファガスタ東部地域，米国ネバダ州ゴールドフィールド地域，

オマーン国北部オマーン山脈地域を対象として実施した。また，事業結果の総括とし

て「金属鉱物資源探査ための ASTER データ利用マニュアル」を作成した。 
 
［超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査（平成１３年度～）］ 
平成１３年度からは超多バンド光学センサー及び高精度合成開口レーダーに対応す

るリモートセンシングデータの基礎的な情報を収集・整理すると共に，高精度なリモ

ートセンシングデータの処理・解析技術及び解釈方法の検討を実施している。 
 
 
3. プロジェクト計画 
 既に運用中の衛星超多バンド光学センサー（Hyperion）及び 2005 年 9 月に打ち上

げが予定されている衛星高精度合成開口レーダー（PALSAR）のデータを鉱床探査へ

効率的に利用するための技術開発を実施する。 
 超多バンド光学センサーについては，超多バンド光学センサーデータを活用した，

鉱化変質帯の詳細な変質分帯を識別するための解析手法を確立する。 
 高精度合成開口レーダーについては，多偏波合成開口レーダーデータを活用した，

疎植生地域及び植生地域における岩相及び地質構造を識別するための解析手法を確立

する。さらに，PALSAR による取得データを用いて岩相及び地質構造の識別を実施す

る。 
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4. 平成１６年度のプロジェクト成果概要 
本年度の超多バンド光学センサーデータ解析技術開発の目標は，衛星超多バンド光

学センサーデータの利用し，斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床に伴う変質帯を詳細に明らか

にする解析手法を確立することである。また，高精度合成開口レーダーデータ解析技

術開発の目標は，植生地域の解析を行うことで多偏波合成開口レーダーによる岩相等

の地質情報抽出技術を確立することである。 
 本年度のリモートセンシングによる探査技術開発の事業概要は以下のとおりである。 
 
4-1. 衛星超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（北米地域） 
(1) 調査内容 

本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱水性

鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し，上

記鉱床探査への超多バンド光学センサーデータの実用手法を提案することである。 
本研究では Hyperion データを利用し，斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床に関連した変質

帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討した。それら解析手法およ

び解釈手法について現地検証調査及び既存資料と比較検討することによって，超多バンド

光学センサーデータの斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床探査における有効性の評価を行い，

その実用手法の一例を示した。 
 
(2) 調査結果概要 

研究対象地域はアメリカ合衆国のネバダ州南西部に位置するイエリントン地域とニュー

メキシコ州南西部に位置するサンタリタ地域の 2 地域である。 
使用データは分解能 30ｍの Hyperion データ 3 測線および比較参照用として ASTER デ

ータ 2 シーンと高高度 AVIRIS データ 2 測線である。 
イエリントン地域にはジュラ紀の花崗閃緑岩バソリスと斑岩貫入岩類に関連する斑岩銅

鉱床とスカルン鉱床および浅熱水性鉱脈型鉱床が分布する。サンタリタ地域には白亜紀後

期～第三紀初期の花崗閃緑岩岩株および斑岩貫入岩類に関連する斑岩銅鉱床とスカルン鉱

床が分布する。 
Hyperion データに対して超多バンドデータに一般に適用されるスペクトル解析を行い

端成分鉱物を抽出し，SAM 分類による鉱物マッピングを行った。その結果，イエリント

ン地域では，斑岩銅鉱床とスカルン鉱床に関連するフィリック変質，プロピリティック変

質およびスカルン変質として，セリサイト，緑泥石，緑れん石，ドロマイトおよびアクチ

ノ閃石が，浅熱水性鉱床に関連するフィリック変質と酸性変質として，セリサイト，明ば

ん石およびパイロフィライトが抽出された。これらの変質鉱物分布は地質・鉱床と密接に

関連している。酸性変質帯周辺では，変質中心から外側に向かい，パイロフィライト－明

ばん石－高温生成セリサイト－低温生成セリサイト－緑泥石という累帯配列が認められる。
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サンタリタ地域では，斑岩銅鉱床に関連するフィリック変質と溶脱帯として，セリサイト，

カオリナイト，鉄明ばん石および赤鉄鉱が，スカルン鉱床に関連するプロピリティック変

質として，緑泥石と緑れん石が抽出された。サンタリタ鉱山のオープンピット内では，ピ

ット上部に溶脱帯，西部の岩株部により高温生成のセリサイト，北西部のスカルン変質部

に緑泥石が分布している。 
Hyperion データにはノイズが多いため，対象鉱物別のデータ解析範囲の設定，ノイズ

軽減の処理，適正な解析手法の選択，適正なシキイ値の設定によって鉱物抽出の精度を高

めた。その結果，フィリック変質と酸性変質の鉱物は高い精度で抽出され，マッピングさ

れた。しかし，ノイズの影響を大きく受けたプロピリティック変質とスカルン変質の鉱物

では抽出精度が悪くなった。 
斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床において，超多バンド光学センサーデータによって変質

鉱物の種類とその分布が把握されることは，変質鉱物の生成温度や組成の変化および累帯

配列が判明することであり，同データが鉱物資源探査に非常に有効であることを表す。よ

り高精度の鉱物マッピングを目的とするならば，分解能の高いデータ，さらにスペクトル

波長域の広いデータを利用する必要がある。 
 
4-2. 衛星超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（南米地域） 
(1) 調査内容 

本研究の目的は，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査に適した超多バンド光学センサー

データの解析手法及び解釈手法を検討し，上記鉱床探査への実用手法の一例を示すこ

とである。 
本研究では研究対象地域をチリ共和国北部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床の分布する地

域とし，Hyperion 及び ASTER データの解析作業を各々行い，これらの解析結果につ

いて既存資料との比較検討を行った。比較検討結果から適用手法及び解析結果の妥当

性を評価し，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査において超多バンド光学センサーデータ

を利用する利点及び問題点などを整理した。それらの結果から，上記鉱床探査への有

効性を評価し，実用手法の一例を示した。 
 
(2) 調査結果概要 

研究対象地域は，チリ共和国北部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床の分布するエルサルバ

ドール地域とチュキカマタ地域の 2 地域である。使用データは，Hyperion データ 2
シーンと比較参照用として ASTER データ 4 シーンである。 

本研究の成果は以下に示すとおりである。 
 
・ASTER データ解析により，変質帯の大局的な累帯配列（高温，酸性変質帯→低温，

プロピライト変質）が識別可能である。 
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・Hyperion データの質を検討した結果，鉱物識別の障害となるスパイクノイズを把握

した。スパイクノイズを空間的な統計解析手法により低減する手法を開発し，適用

した。この結果スパイクノイズが低減し，スペクトル解析による鉱物識別が可能と

なった。 
・Hyperion スペクトル解析の結果，変質分帯図を作成するために必要な変質鉱物を識

別可能である。｛識別鉱物種：Sericite，Alunite，Kaolinite，（Alunite，Kaolinite），
（Chlorite，Epidote），（Sericite+Chlorite），（Sericite+Jarosite），Hematite，
Goethite，Jarosite｝。 

・Hyperion SWIR 解析において，2,200nm 帯に主吸収をもつ端成分（Sericite）を詳

細に検討することにより，変質条件（主に温度）を示す鉱物組み合わせを推定可能

である。 
・Hyperion SWIR 解析及び VNIR 解析による鉱物マッピング結果から変質帯の累帯

配列を把握可能である。 
・Hyperion SWIR 解析により初生変質帯を識別可能で，VNIR 解析により溶脱キャッ

プを識別可能である。 
・Hyperion SWIR 及び VNIR を利用した解析による“初生変質帯の分布と溶脱キャ

ップの分布が重複する箇所を把握する”手法は，斑岩銅鉱床探査におけるリモート

センシング活用による鉱床胚胎ポテンシャルの評価方法のひとつとして実用可能で

ある。 
 
以上から，本研究で適用した解析・解釈手法は，斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床探査に

適した解析・解釈手法のひとつとして有効であり，超多バンド光学センサーデータの

実用手法の一例であると考えられる。 
 
4-3. 衛星超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（イラン北西

部地域） 
(1) 調査内容 

本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱

水性鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検

討し，上記鉱床探査への実用手法の一例を提案することである。 
本研究では研究対象地域をイラン・イスラム共和国北西部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床

の鉱徴地が分布する地域とし，Hyperion データ及び ASTER データの解析作業を各々

行った。これらの検討結果から，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査において超多バンド

光学センサーデータを利用の有効性を評価した。 
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(2) 調査結果概要 
研究対象地域はイラン・イスラム共和国北西部に位置する Sahev Divan 地域と

Oghlandagh South 地域の 2 地域である。 
Sahev Divan 地域は，主に古第三紀の Karaj 累層の頁岩，凝灰岩および砂岩が分布し，

NW-SE 方向に長径約 9 km，短径約 5 km の大変質帯が既往調査により確認されている。 
Oghlandagh South 地域は，主に新第三紀の火山岩類が分布し，NW-SE 方向に長径約

16 km，短径約 7 km の大変質帯が既往調査により確認されている。 
Hyperion データのスペクトル解析の結果，Saheb Divan 地域では，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイトおよびセリサイト（Al 型，Fe，Mg 型）からなる変質帯が抽出さ

れた。各変質鉱物は帯状に分布し，地域北東部から南西部に向かい，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイト，セリサイトの順に変化する累帯配列が確認され，地域北東部か

ら南西部に向かって，酸性から中性へ変質帯の性状が変化することを示している。 
Oghlandagh south 地域では，明ばん石，カオリナイト，セリサイト（Al 型，Fe，Mg

型）からなる NW-SE 方向の変質帯が抽出された。変質帯の中心部に，明ばん石＋カオリ

ナイトからなる酸性変質帯が広く分布し，その外縁をカオリナイトとセリサイト(Al 型)が
取り囲んでいる。また，変質帯の東部には，セリサイト(Fe，Mg 型)がまとまって分布す

る。この結果は，変質中心から外側に向って酸性から中性へ変質帯の性状が変化すること

を示している。 
以上の結果，超多バンド光学センサーデータを用いた変質鉱物の識別とマッピングは，

鉱物資源探査において重要な情報を得ることが出来ることが明らかになった。 
今後，Hyperion 等の超多バンド光学センサーデータによる鉱物マッピングをより有効

に利用するためには，現地調査による鉱物識別能力の検証や，解析に関するノウハウの蓄

積が必要である。 
そのためには，AVIRIS や HyMap 等の航空機搭載型センサーとの解析結果の比較や，

多様な地質状況における各種鉱物のマッピング結果の検証を積み重ねて行く必要がある。 
 
4-4. 多偏波合成開口レーダーデータを利用した岩相識別技術の開発 
(1) 調査内容 

本研究の目的は，PALSAR データの金属鉱床探査への利用を視野に入れ，航空機等によ

る多偏波 SAR データを解析・解釈し，鉱物資源探査に利用可能な地質構造，岩相及び変

質帯の識別能力について検討することである。 
 本研究では岩相及び変質帯における多偏波 SAR データによる画像特徴（地形特徴）

及び散乱特性（偏波特徴）に着目し，これらの解析手法及び解釈手法について検討し

た。それら解析手法および解釈手法について現地検証調査及び既存資料と比較検討するこ

とによって，多偏波 SAR データによる岩相・変質帯識別能力について評価を行った。 
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(2) 調査結果概要 
対象地域は，植生地域として九州北薩周辺地域，また疎植生地域としてオーストラリア・

カルグーリ地域である。 
本年度の研究成果は以下のようにまとめられる。 
九州北薩地域（植生地域）では地表は厚い森林に被覆されているため，多偏波 SAR 画

像を用いた岩相識別では地形特徴を強調した画像が有効であった。画像判読された地質単

元の識別精度について，ASTER 画像と比較し検討した結果，多偏波 SAR 画像（L バンド

情報エントロピーカラー画像）は ASTER 画像と同程度の岩相識別能力を有することが判

明した。また，多偏波 SAR 画像は，ASTER 画像と同程度の変質帯の地形特徴を識別可能

であった。 
一方，オーストラリア・カルグーリ地域（疎植生地域）では植生影響を軽減した L バン

ド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像により岩相識別能力が向上した。また，簡単

散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類では，植生の影響を軽減することにより岩相分

類能力が向上した。L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像を ASTER 画像と

比較した結果，L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像は，ASTER 画像と同

程度の岩相識別能力を有することが判明した。また，特定の岩相では ASTER 画像や多バ

ンド 2 岩相分類重合画像より岩相識別の能力が高いことが判明した。 
今後，鉱床探査において多偏波 SAR データは，光学センサーではデータ取得が困難な

植生地域での利用が想定される。したがって，岩相の地表ラフネスからの後方散乱に対す

る植生被覆の影響についてさらに検討する必要がある。また，多偏波 SAR データを用い

た岩相識別を容易にするため，岩相の風化面の地表ラフネスに基づく偏波シグネチャを整

理しデータベース化を図る必要がある。 
 
4-5. 斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床変質帯データ集 
(1) 調査内容 
本研究の目的は，今後の斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床の探査に資するための多バ

ンド衛星データ解析事例をデータ集化することである。 
本研究では，ASTER データを使用して，既知鉱床の存在するエリアにおいて変質

帯識別を目的とするデータ処理及び解析を行った。これらの処理・解析結果を総括し，

これらを変質帯解析事例としてデータ集化を行った。 
 
(2) 調査結果概要 
 対象地域はチリ，アルゼンチン，ペルー，イラン，インドネシア，モンゴル，中国

の斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床の鉱山および鉱徴地を含む 14 地域である。これらの

対象地域のASTERデータに対して以下の 6種類の解析画像を作成し，変質帯の種類，

分布，形状などを記載し，既存資料と比較して総括表としてまとめた。 

A - 8 



1) フォールスカラー画像（RGB=バンド 3，バンド 2，バンド 1） 
2) フォールスカラー画像（RGB=バンド 4，バンド 6，バンド 8） 
3) 比演算画像（バンド 2／バンド 1） 
4) 比演算画像（バンド 13／バンド 12） 
5) 比演算カラー合成画像（RGB＝バンド 4／6，バンド 5／6，バンド 5／8） 
6) 主成分分析画像（Crosta,2003 及び JOGMEC,2003 に基づく） 

変質帯と判断したのは，フォールスカラー画像 1）で白色，フォールスカラー画像 2），
比演算画像 5），主成分分析画像 6)で明色を示す地域である。抽出した変質は，カリウ

ム変質，フィリック変質，プロピリティック変質および酸性変質である。各処理画像

では，それぞれの変質を次の発色で捉えた。カリウム変質：フォールスカラー画像 2），
比演算画像 5），主成分分析画像 6)で青～緑色に発色。フィリック変質：フォールスカ

ラー画像 2）で赤系色，比演算画像 5），主成分分析画像 6)で黄系色に発色。プロピリ

ティック変質：フォールスカラー画像 2）で黄系色，比演算画像 5），主成分分析画像

6)で青系色に発色。酸性変質：フォールスカラー画像 2）で紫系色，比演算画像 5），
主成分分析画像 6)で赤系色に発色。珪化：フォールスカラー画像 1）と比演算画像 4）
の明色部の一致。酸化鉄帯：フォールスカラー画像 1）の暗色部と比演算画像 3）の明

色部の一致。 
画像判読の結果，斑岩銅鉱床のオープンピット 9 ヶ所，鉱徴地 3 ヶ所では，以下の

変質帯の分布が明らかになった。La Escondida，Bajo de Alumbrera，Cuajone，
ToquepalaオープンピットおよびVicunita鉱徴地では既存資料と一致する変質帯分布

が抽出された。Meiduck，Sungun オープンピットおよび Oyu Torgoi 鉱徴地では，既

存資料の記載と一部一致する変質帯分布が抽出された。El Teniente の坑道採掘対象域

では地表に顕著な変質は抽出されず，既存資料の記載と一致しなかった。Sar 
Cheshmeh オープンピットでは カリウム変質を伴う酸性/フィリック変質帯が，Batu 
Hijau オープンピットでは カリウム変質帯が抽出されたが，両鉱山の変質帯分布につ

いて記載した資料がなく，比較検討が行なえなかった。 
浅熱水性金鉱床のオープンピット La Coipa，および鉱徴地 AOI-02 では，両鉱床で

既存資料の記載と一致する変質帯が抽出された。 
 
4-6. 技術動向調査 
(1) 調査内容 

IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium) は IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)に参加し，衛星超多バンド光学センサ

ーデータ解析技術の成果発表をするとともに，リモートセンシングに関する最新の動向に

ついて調査した。 
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(2) 調査結果概要 
リモートセンシング関連では世界最大の学会である IGARSS に参加し，リモートセンシ

ングに関する最新の技術動向について調査した。また，リモートセンシング技術開発の成

果発表を行った。 
超多バンド光学センサーデータを利用した地質解析のセッションは２つあり，変質帯の

マッピング，熱水活動を伴う断裂系の抽出，熱赤外スペクトルによる鉱物マッピングなど

に関する発表がされていたが，航空機センサー（HyMap 等）を利用したものが多かった。

技術開発事業で開発した超多バンド光学センサーデータ解析プログラムについて成果発表

を行った。地質解析に関しては衛星超多バンド光学センサーデータを用いた発表は本件の

みであった。多偏波合成開口レーダーデータを使用し，地表ラフネスの違いを利用して，

森林，海氷，耕作地，市街地を抽出・識別に関する発表はあったが，地質情報の抽出･識別

を行っている発表はなかった。 
 現在の人工衛星の運用状況と，今後の打ち上げスケジュールについてのセッションでは，

Landsat7ETM+の故障が取りあげられていた。機器故障（SLC: Scan Line Corrector）に

より，2003/5/31 以降のデータに欠陥が生じている。また，次期 Landsat や ASTER 相当

のセンサー打ち上げは 2009 年以降となるため，観測期間に空白が生じることが予想され

る。今後の新たな衛星超多バンド光学センサーに関しては，欧州，カナダ及び米国で計画

がスタートしていることが報告された。なお，衛星多偏波合成開口レーダーに関しては，

日本の PALSAR が 2005 年 9 月に，カナダの RADARSAT-2 が 2005 年 12 月に打ち上げ

予定となっている。 
 
5. プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトは，財団法人資源・環境観測解析センターに委託することにより研

究開発を行った。また，本プロジェクトを効率的に推進するために，独立行政法人石

油天然ガス・金属鉱物資源機構において設置している鉱物資源探査技術開発研究会の

内、リモートセンシング技術開発に関する以下の委員から技術的な助言を受けた。 
 

阿達 一宏 丸紅株式会社 
岡田 和也 住友金属鉱山株式会社 
古宇田 亮一 産業技術総合研究所 
三箇 智二 日鉱探開株式会社 
白井 政幸 三菱マテリアル株式会社 
田中 壮一郎 ジオテクノス株式会社 
山川 正 日本原子力研究所 
山口 靖 名古屋大学大学院 
芳沢 浩文 日鉄鉱業株式会社 
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超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（北米地域） 要約 
 

本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱水性

鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し，上

記鉱床探査への超多バンド光学センサーデータの実用手法を提案することである。使用デ

ータは分解能 30ｍの Hyperion データ 3 測線および比較参照用として ASTER データ 2
シーンと高高度 AVIRIS データ 2 測線である。 
研究対象地域はアメリカ合衆国のネバダ州南西部に位置するイエリントン地域とニュー

メキシコ州南西部に位置するサンタリタ地域の 2 地域である。 
イエリントン地域にはジュラ紀の花崗閃緑岩バソリスと斑岩貫入岩類に関連する斑岩銅

鉱床とスカルン鉱床および浅熱水性鉱脈型鉱床が分布する。サンタリタ地域には白亜紀後

期～第三紀初期の花崗閃緑岩岩株および斑岩貫入岩類に関連する斑岩銅鉱床とスカルン鉱

床が分布する。 
Hyperion データに対して超多バンドデータに一般に適用されるスペクトル解析を行い

端成分鉱物を抽出し，SAM 分類による鉱物マッピングを行った。その結果，イエリント

ン地域では，斑岩銅鉱床とスカルン鉱床に関連するフィリック変質，プロピリティック変

質およびスカルン変質として，セリサイト，緑泥石，緑れん石，ドロマイトおよびアクチ

ノ閃石が，浅熱水性鉱床に関連するフィリック変質と酸性変質として，セリサイト，明ば

ん石およびパイロフィライトが抽出された。これらの変質鉱物分布は地質・鉱床と密接に

関連している。酸性変質帯周辺では，変質中心から外側に向かい，パイロフィライト－明

ばん石－高温生成セリサイト－低温生成セリサイト－緑泥石という累帯配列が認められる。

サンタリタ地域では，斑岩銅鉱床に関連するフィリック変質と溶脱帯として，セリサイト，

カオリナイト，鉄明ばん石および赤鉄鉱が，スカルン鉱床に関連するプロピリティック変

質として，緑泥石と緑れん石が抽出された。サンタリタ鉱山のオープンピット内では，ピ

ット上部に溶脱帯，西部の岩株部により高温生成のセリサイト，北西部のスカルン変質部

に緑泥石が分布している。 
Hyperion データにはノイズが多いため，対象鉱物別のデータ解析範囲の設定，ノイズ

軽減の処理，適正な解析手法の選択，適正なシキイ値の設定によって鉱物抽出の精度を高

めた。その結果，フィリック変質と酸性変質の鉱物は高い精度で抽出され，マッピングさ

れた。しかし，ノイズの影響を大きく受けたプロピリティック変質とスカルン変質の鉱物

では抽出精度が悪くなった。 
斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床において，超多バンド光学センサーデータによって変質

鉱物の種類とその分布が把握されることは，変質鉱物の生成温度や組成の変化および累帯

配列が判明することであり，同データが鉱物資源探査に非常に有効であることを表す。よ

り高精度の鉱物マッピングを目的とするならば，分解能の高いデータ，さらにスペクトル

波長域の広いデータを利用する必要がある。 
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Technical development to determine the alteration minerals 
using hyperspectral data by optical sensor (North America region) 

Abstract 
 

The purpose of the study is to propose the analytical technique and 
interpretation method to extract the alteration zone of the porphyry copper and 
epithermal deposits by the hyperspectral data.  Three lines of Hyperion data with 30 
meters resolution were analyzed. 

Two study areas are Yerington Area located in the southwest of Nevada and 
Santa Rita Area located in the southwest of the New Mexico, USA.  In the Yerington 
Area, Mesozoic sedimentary rocks, Jurassic granodiorite batholith and porphyry, 
Cretaceous to Tertiary igneous rocks and alluvium are exposed, and the porphyry 
copper, skarn and epithermal deposits are distributed.  In the Santa Rita Area, 
Mesozoic sedimentary rocks, Cretaceous to Tertiary granodiorite batholith and 
porphyry, Tertiary volcanics and alluvium are exposed, and the porphyry copper and 
skarn deposits are distributed. 

In the analytical results of Hyperion data, sericite, chlorite, epidote, dolomite 
and actinolite related to phyllic, propyritic and skarn alteration accompanied by the 
porphyry copper and skarn deposits, and then sericite, alunite and pyrophyllite 
related to phyllic and acidic alteration by the epithermal deposit were determined in 
the Yerington Area.  These minerals distribution is closely related to the geology and 
mineral deposits.  An alteration zoning from the center to the outside, pyrophyllite – 
alunite – sericite occurred at high temperature – sericite occurred at low temperature 
– chlorite, is recognized around the acidic alteration.  Sericite, kaolinite, jarosite and 
hematite related to phyllic alteration and leached cap accompanied by the porphyry 
copper deposit, and then chlorite and epidote related to the skarn deposit were 
determined in the Santa Rita Area.  In the inside of the open pit of Santa Rita mine, 
the leached zone minerals, sericite occurred at high temperature and chlorite are 
respectively distributed in the upper part of the pit, in the granodiorite stock of the 
west part and in the skarn alteration of the northwest part. 

As the Hyperion data has much noise, the accuracy of mineral determination 
was improved by changing the data range for target minerals, reducing the noise data, 
selecting the proper analytical methods and setting the proper threshold value.  After 
these procedure applied, the result of mineral mapping is evaluated that the alteration 
minerals were extracted well with high accuracy. 

To determine the kind and distribution of alteration minerals in the porphyry 
copper and epithermal deposits by the hyperspectral data analysis is to bring out the 
change of occurring temperature and composition of the minerals and the alteration 
zoning.  Consequently the hyperspectral data is very effective for the mineral 
exploration. 
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I-1. 研究目的 
本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱水性

鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し，上

記鉱床探査への超多バンド光学センサーデータの実用手法を提案することである。 
 
 
I-2. 研究概要 
研究対象地域はアメリカ合衆国のネバダ州イエリントン（Yerington）地域とニューメ

キシコ州サンタリタ（Santa Rita）地域の 2 地域である。解析に使用する超多バンドデ

ータは Hyperion データ 3 シーンで，この他に比較参照用データとして ASTER データ 2
シーンおよび AVIRIS データ 2 シーンを用いた。 
研究内容は，既存資料の収集，データ処理，現地検証調査，室内試験，評価・検討の以

下の 5 項目に大別される。 
 

I-2-1. 既存資料の収集 
研究期間中に以下の資料を収集し，解析に利用した。 
・研究地域の地形および位置座標のディジタルデータ 
・研究地域の地質，鉱床，変質帯に係わる文献等 
・変質鉱物マッピングに必要な既存の鉱物スペクトルデータ 
・超多バンドスペクトルデータの解析手法に関する文献等 

 

I-2-2. データ処理 
Hyperion データおよび ASTER データの解析は米国 Research System 社の ENVI 

ver.4.1 ソフトウエアを使用して，以下の要領で行った。研究対象地域を図 I-1，I-2，I-4
および I-5，データ解析結果を図 I-12～I-37，研究業務のフローチャートを図 I-3 に示す。 

(1) データ前処理 

Hyperion データ解析の前処理として，ENVI プラグインツールである FLAASH
（Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes）ver.1.6 を使用して

大気補正を行った。 
既存地形データ（USGS 24k DRG，USGS 2-arc-second DEM）を利用して解析画像

の幾何補正を行った。 

(2) Hyperion データ解析 

ENVI ツールを使用して Hyperion ハイパースペクトルデータの解析を行い，変質鉱物

を抽出しマッピングした。解析手順は，スペクトル解析により端成分鉱物を抽出して，

SAM（Spectral Angle Mapper）分類法により変質鉱物のマッピングを行い，ASTER デ

ータ解析結果および平成 15 年度実施の AVIRIS データ解析結果と比較検討した。 
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(3) ASTER データ解析 

ENVI により ASTER データの解析を行い，フォールスカラー画像，比演算処理画像，

主成分分析画像を作成した。 
 
I-2-3. 現地検証調査 
現地検証調査は以下の要領で実施した。試料採取位置を図 I-44，スペクトル測定結果

を図 I-45～I-53，現地写真を写真 I-1～I-12，現地検証結果総括を表 I-1～I-3 に示す。 
調査目的：Hyperion データ解析結果を検証し，室内試験用の岩石試料を採取し，スペ

クトル測定を行うこと。 
調査期間：平成 16 年 10 月 29 日から 11 月 11 日の 14 日間 
調 査 員：住鉱コンサルタント株式会社 資源環境調査部 小沼 工 
監 督 員：財団法人資源・環境観測解析センター 調査研究部 山本和広 

 
I-2-4. 室内試験 
変質鉱物組合せ，変質程度および変質鉱物の量を把握する目的で，以下の室内試験を実

施した。室内試験結果を表 I-4～I-7 および写真 I-13 に示す。 
 
項 目 ／ 内 容 数量 

                                         
・偏光顕微鏡による岩石薄片の観察 ：20 個 
変質鉱物を同定し，変質鉱物の相対的量比および変質程度を把握する。 

・粉末Ｘ線回折試験 ：90 個 
変質鉱物を同定し，石英指数（相対的量比）を算出する。 

 
I-2-5. 評価・検討 
変質帯を抽出するための最適な解析手法，マッピング結果の精度および解析結果の地質

学的解釈について検討する。金属鉱床探査における超多バンド光学センサーデータ利用の

長短所，優位性および限界を示し，今後の課題等を明らかにする。 
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I-3. 研究対象地域 
研究対象地域はアメリカ合衆国のネバダ州イエリントン地域とニューメキシコ州サンタ

リタ地域の 2 地域である（図 I-1，図 I-2）。 
 
I-3-1. 地域概要 
(1) イエリントン地域 
イエリントン地域はネバダ州西部に位置するライアン（Lyon）郡およびダグラス

（Douglas）郡に属し，州都カーソンシティ市の南東約 60km に位置するイエリントン市

の西方山地に相当する。標高は 1,400～2,100m，年間降水量は約 250mm で，乾燥気候

に属し，植生は少なく全体の被覆率は 10％未満である（写真 I-1～I-8）。 
イエリントン市周辺には南北に連なる山地と盆地が幾重に発達しており，対象地域の東

部には Singatse 山地が，西部に Buckskin 山地が存在する。本地域の Hyperion データ

は近接する南北方向の 2 測線からなり，各測線がそれぞれの山地を包括するように設定

されている（図 I-4）。 
対象地域では 1900 年代初頭に主にスカルン鉱床から酸化銅や硫化銅の採掘が行われて

いた。イエリントン市の数 km 西方に位置するイエリントン銅鉱床は斑岩銅鉱床であり，

Anaconda 社によって 1953 年から 1978 年まで採掘され，現在は露天掘り跡，廃石山お

よび鉱滓ダムが残されている。この周辺には同タイプの鉱徴地が知られているが，低品位

のためほとんど開発されていない。また，生産実績のある小規模なスカルン鉱床が多く分

布するが，いずれも現在は稼鉱が中止されている。 
 
(2) サンタリタ地域 
サンタリタ地域はニューメキシコ州南西部に位置するグラント（Grant）郡に属し，州

都サンタフェ市の南西約 400km，シルバーシティ市の東約 20km に位置する。標高は

1,700～2,300m，年間降水量は約 1,600mm で，植生に富む樹林地帯である（写真 I-9）。 
対象地域は Black 山脈の南端部に位置し，斑岩銅鉱床とスカルン鉱床が分布する。サ

ンタリタ鉱山は斑岩銅鉱床のオープンピット鉱山で，チノ（Chino）鉱山とも呼ばれてい

る。サンタリタ鉱山の歴史は非常に古く，1800 年代初頭に開発が始まり，当初は地表部

の酸化鉱が採掘され，1900 年代初頭に大規模な低品位鉱体が発見されてからピットは随

時拡大され現在に至っている。ピットは円形に近い形状で，直径は約 2.5km，ピット上

端標高は 1,900～2,000ｍ，最大深度は約 350ｍである。サンタリタ鉱山の北方には銅－

亜鉛－鉄スカルン鉱床，西方には亜鉛－銅－鉛－銀スカルン鉱床が数多く存在するが，い

ずれも現在は稼鉱が中止されている。この中ではコンチネンタル鉱山がやや大きなオープ

ンピット鉱山である。現在，フェルプスドッジ社がサンタリタ鉱山および周辺の休止鉱山

を所有している。Hyperion シーンにはサンタリタ鉱山とコンチネンタル鉱山のオープン

ピットが含まれる（図 I-5）。 
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I-3-2. 地質概要 
(1) イエリントン地域 
イエリントン地域は，ジュラ紀の貫入岩地帯である西グレートベーズン（Grate 

Basin）構造区の Sierra Nevada バソリスの東方約 80km に位置する。イエリントン西

方にある Singatse 山地の北部にはイエリントンバソリス，中央には Shamrock バソリス

が広く分布する。さらにこの西方の Buckskin 山地にはこれらのバソリス貫入後の火成活

動で生成した地層が広く分布する（図 I-6，図 I-13，図 I-18）。 
イエリントン地域の地質は，三畳紀～ジュラ紀の変火山岩類，変堆積岩類および石灰岩

類，ジュラ紀の花崗閃緑岩バソリスおよび斑岩貫入岩類，ジュラ紀後期～白亜紀の火山岩

類，第三紀の酸性火山岩類，第三紀後期～第四紀の玄武岩～安山岩類および沖積層からな

る。 
イエリントンバソリスは花崗閃緑岩とこれを貫く石英モンゾナイト，さらにこれらを貫

く石英モンゾナイト斑岩の平行岩脈群からなる。既知の斑岩銅鉱床はバソリスの核部に限

られ，斑岩の平行岩脈群に関連して形成されたものである。 
地質構造は Basin and Range 構造で特徴付けられ，グレートベーズン区の西部に位置

する（図 I-2）。Basin and Range 構造は中新世の伸張性応力場において発達した正断層

とそれに続く地層の傾動によって形成されたものである。地域東部に南北方向に連なる

Singatse 山地の東側には南北走向・急角度で東傾斜の正断層が存在し，山地を形成する

中新世以前の地層では西へ 50～80 度傾動したことによる見かけ上緩傾斜の正断層群が発

達する。このため，傾動以前の地表に近い地層および鉱床はより西側に分布することにな

る。 
 
(2) サンタリタ地域 
サンタリタ地域はコロラド台地の南方で，Basin and Range のメキシコ高地構造区に

位置する（図 I-2）。地質はデボン紀～石炭紀の堆積岩類，白亜紀の堆積岩類，白亜紀後

期～第三紀初期の花崗閃緑岩岩株および斑岩貫入岩類，第三紀の火山岩類と堆積岩類およ

び沖積層からなる（図 I-7，図 I-＊）。 
対象地域内の火成岩として，第三紀初期に白亜紀の石灰岩類に貫入した石英閃緑岩のシ

ル，これらを貫く花崗閃緑岩～石英モンゾナイトの岩株，さらにこれらを貫く同質の斑岩

が分布する。岩株としては南部のサンタリタ岩株と北部の Hanover Fierro 岩株が地表に

分布する。サンタリタ岩株の浅所には全体に斑岩銅鉱床が胚胎しており，岩株境界部の石

灰岩類にはスカルンが伴われる。Hanover Fierro 岩株の周囲には石炭紀と白亜紀の石灰

岩類が分布しており，岩株との境界部付近にコンチネンタル鉱床などのスカルンが胚胎す

る。 
対象地域南部は第三紀に広範囲に噴出した柱状節理を呈するイグニンブライトで広く覆

われている。 
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I-3-3. 鉱床概要 
(1) イエリントン地域 
イエリントン地域に分布する鉱床としては斑岩銅鉱床，スカルン鉱床，含金銅鉱脈鉱床

の 3 種類の鉱化作用が知られている。図 I-4 に稼鉱実績のある主要な鉱床を示す。このう

ち，イエリントンとイエリントンⅡは斑岩銅鉱床，Buckskin 鉱床は含金銅鉱脈鉱床，こ

れ以外はスカルン鉱床である。イエリントン銅鉱床は 1978 年に休止するまでの 25 年間

で，平均銅品位 0.55％で約 162 百万トンを産出した。スカルン型銅鉱床は規模が小さく，

1900 年代前半に稼鉱され，生産実績のあるスカルン鉱床の総計では，銅品位 1.5～6％で

約 370 万トンを産出した。なお，Minnesota 鉱床は炭酸塩交代型の磁鉄鉱鉱床であり，

鉄品位 50～60％で約 370 万トンを産出した。 
イエリントン鉱床は酸化鉱および硫化鉱石として，斑銅鉱－黄銅鉱－磁鉄鉱－黄鉄鉱を

産する。スカルン銅鉱床は酸化鉱および硫化鉱石として，黒銅鉱－孔雀石－黄銅鉱－黄鉄

鉱を産する。 
斑岩銅鉱床では，イエリントン花崗閃緑岩バソリス中の斑岩脈群を中心として外側に向

かい，カリ変質帯－フィリック変質帯－粘土化変質帯－プロピライト変質帯の累帯配列を

なす変質分帯が確認されている。スカルン鉱床は同バソリスの周縁隣接部に分布し，ざく

ろ石－輝石－角閃石－緑れん石などの変質鉱物が確認されている。含金銅鉱脈鉱床は同バ

ソリスの西端に位置しているが，斑岩脈とは無関係な鉱化変質であり，褐鉄鉱を伴う白色

変質帯および原岩のマフィック鉱物の緑泥石変質が認められる。以上のようなバソリス中

心部の銅鉱床－中間部の銅鉱床－外側の銅・鉄および銅・金鉱床という鉱化作用の累帯配

列は，斑岩脈群のマグマ源から外側に向かい熱水温度が低下することと調和する。 
 
(2) サンタリタ地域 
サンタリタ斑岩銅鉱床は溶脱キャップを伴う二次富化作用が顕著なことで知られている。

二次富化帯では，輝銅鉱－自然銅－珪孔雀石－赤銅鉱－藍銅鉱－黄鉄鉱を産する。低品位

の初生鉱化帯では，黄銅鉱－斑銅鉱－輝水鉛鉱－黄鉄鉱などを産する。スカルン帯では，

黄銅鉱－磁鉄鉱－黄鉄鉱を産する。 
斑岩銅鉱床の変質としては，中心部の正長石－黒雲母帯から外側に向けて，石英－セリ

サイト帯，カオリナイト－スメクタイト－明ばん石帯が分布する。スカルンの変質では，

ざくろ石－磁鉄鉱－緑れん石－アクチノ閃石－緑泥石などの変質鉱物が確認されている。 
 
 



I－ 6 

I-4. 使用データ 
本研究で使用したリモートセンシングデータは Hyperion データ，AVIRIS データおよ

び ASTER データの 3 種類である。解析対象は Hyperion データであり，他の 2 種類は比

較参照用のデータである。 
 
(1) Hyperion データ（図 I-4，図 I-5） 
1) 仕様 
総バンド数：242 バンド：355～2577nm 
可視近赤外域（VNIR）：バンド 1～70：355～1057nm 
短波長赤外域（SWIR）：バンド 71～242：851～2577nm 

利用可能バンド数：196 バンド（バンド 8～56，バンド 78～224）：426～2395nm 
測線長：約 42km，刈り幅：7.5km，空間分解能：30ｍ 

2) 数量 
3 シーン（2 シーンはイエリントン地域，1 シーンはサンタリタ地域） 
イエリントン地域西部：データ ID：EO1H0420332002189112KF（略称 KF 測線） 

ピクセル数：256 sample×6,926 line 
イエリントン地域東部：データ ID：EO1H0420332004211110KY（略称 KY 測線） 

ピクセル数：256 sample×3,684 line 
サンタリタ地域   ：データ ID：EO1H0340372004244110PX（略称 PX 測線） 

ピクセル数：256 sample×3,351 line 
 
(2) AVIRIS データ 
可視・近赤外～短波長赤外域の波長帯 370～2500nm の 224 バンドからなる。 
航空機の対地高度は約 20km（高高度），分解能は約 20m である。 
使用数は平成 15 年度業務（イエリントン地域対象）で取得し解析した 2 シーンである。 
イエリントン地域西側測線：データ ID：f 980618t01p02_r06（略称 R06 測線） 

ピクセル数：614 sample×2,558 line 
イエリントン地域東側測線：データ ID：f 980618t01p02_r05（略称 R05 測線） 

ピクセル数：614 sample×3,158 line 
 
(3) ASTER データ 
可視・近赤外・短波長赤外・熱赤外域の 14 バンドで構成される。 
分解能は 15ｍ（VNIR），30ｍ（SWIR），90ｍ（TIR）。 
使用数は 2 シーン（イエリントン地域，サンタリタ地域で各 1 シーン）である。 
イエリントン地域：グラニュール ID：0108151858230304110681 
サンタリタ地域 ：グラニュール ID：0012011821480409210781 
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I-5. データ処理 

Hyperion データおよび ASTER データの解析は Research System 社の ENVI ver.4.1
および ESRI 社の ArcGIS ver.9.0 ソフトウエアを使用して行った。データ処理のフロー

は図 I-3 にまとめた。 
 
I-5-1. Hyperionデータ前処理 

Hyperion データの前処理として，バンドの選択，大気補正および幾何補正を行った。 
 
(1) バンドの選択 

EO-1 User Guide (v.2.3)に従って，大気補正を行う前に良質なバンドを選択した。 
Hyperion データは 242 バンドからなるが，データが記録されていないバンドが波長帯

の両端側にあり，さらに VNIR データと SWIR データとの間（851～1057nm）に重複す

るバンドがある。前者はバンド 1～7（355～416nm）およびバンド 225～242（2405～
2577nm），後者はバンド 57～77 であり，これらのバンドを除外した総バンド数 196 バ

ンド（426～2395nm）のデータセットを作成した。 
 
(2) 大気補正 
画像データの大気補正は ENVI プラグインツールである FLAASH（Fast Line-of-sight 

Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes）version1.6 を使用して行った。 
FLAASH ではハイパースペクトルのラディアンスデータから大気放射伝導の高精度な

モデルを作り本来の地表面の反射を推定している。ハイパースペクトルデータはピクセル

ごとに異なる大気中水蒸気の吸収バンドを持つため，FLAASH ではピクセル毎に大気補

正の計算処理が行われる。 
FLAASH モジュールは米国空軍研究所（U.S. Air Force Research Laboratory）の支

援により Spectral Sciences 社によって MODTRAN をベースとして開発され，

MODTRAN4 の放射伝達コードが組入れられている。さらに，隣接効果（地表反射ラデ

ィアンスの散乱によるピクセルミキシング）の補正，雲の存在のような大気状態を処理す

る非常に高度な手法，スペクトルのポリッシングなどの解析が実施される。 
大気補正により，大気中水蒸気の大きな吸収域に相当するバンド 121～127（1356～

1416nm）およびバンド 166～179（1810～1941nm）のデータが除外された。この結果，

総バンド数が 175 バンド（426～2395nm）のデータセットが作成された（図 I-9 参照）。 
 

(3) 幾何補正 
解析画像の幾何補正は ENVI および ArcGIS ソフトウエアを使用して行った。補正ベ

ースとした地形データは USGS 24k DRG（ディジタルラスタデータ）および USGS 2-
arc-second DEM（標高グリッドデータ）である。同データの座標系は，NAD 27



I－ 8 

（North American Datum 1927）測地基準系，UTM 投影法の Zone 11N である。 
研究対象地域の幾何補正に使用した地形図を図 I-12，図 I-17 および図 I-21 に示す。既

存の地質図（図 I-13，図 I-18）および試料採取地点データ（図 I-38）も GIS データ化し

て，解析に活用した。 
 

I-5-2. Hyperionデータ解析手法 

Hyperion データを解析していく初期段階で，データ全般にランダムなノイズが多く，

不良データが存在することが判明した。不良データおよびノイズはスペクトル解析に不利

であるため，これらのデータを除去して解析を行った。さらに，ノイズの影響を少なくす

るために，シーン別かつ変質鉱物種類別に異なる解析手法を取った。 
 
(1) 解析前処理 

Hyperion 各シーン（各地域）共通に以下の前処理を行った。 
・バンドの選択（I-5-1.(1)参照） 
・大気補正（I-5-1.(2)参照）：解析対象となる 175 バンド（426～2395nm）のデータセ

ットを作成した。 
・解析範囲の切り出し：イエリントン地域における平成 15 年度解析結果および各種既

存資料に基づき，各シーンで鉱床および変質帯が分布する範囲のデータを切り出し

て解析データとした（図 I-4 および図 I-5 に示した画像範囲）。 
・不良バンドの識別：各バンドのグレースケール画像および全バンドのスペクトルパタ

ン（図 I-9）に基づき，ノイズの多い不良なバンド（図 I-8 右図）を識別した。こ

の結果，バンド 1～3（426～447nm），バンド 49～54（915～962nm），バンド 67
～75（1094～1174nm），バンド 89～100（1316～1497nm），バンド 128～144
（1780～2082nm）およびバンド 174～175（2385～2395nm）の各データは解析

に使用しないこととした。なお，このうち 2 番目から 5 番目のバンド群は大気中

の水蒸気の吸収域周辺に相当するバンドである。 
・不良ラインデータのマスク：各バンドのグレースケール画像を見て，ライン状の欠損

データ（図 I-8 左図）を把握し，このすべてのピクセルをマスクデータとした。 
・植生のマスク：植生量を表す値としてバンド 38（803nm）／バンド 26（681nm）

の比を計算して，ヒストグラムの変曲点に従いシキイ値を決めて，値の大きなピク

セルをマスクデータとした。 
細かなノイズ状況は各シーンで異なるため，シーン別には別途ノイズ除去のマスク処理

（I-5-3.項で後述）を行った。 
 
(2) 鉱物別の解析使用バンド 
ノイズの状況は波長域によって異なる。変質鉱物の抽出において，可視近赤外域の 600
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～1100nm および短波長赤外域の 2000～2500nm が重要なデータ範囲である。しかし，

Hyperion データでは，915～972nm，1951～2082nm および 2385～2395nm に不良デ

ータバンド，2284～2375nm にノイズの多いバンドが存在する（図 I-9）。915～972nm
バンドは酸化鉄鉱物，1951～2082nm バンドはスメクタイト，2284～2395nm バンドは

MgOH 基をもつ鉱物や炭酸塩鉱物の識別に重要であり，これらのバンドにノイズが多い

ことはスペクトル解析に支障をきたす。特に，2284～2395nm にはプロピリティック変

質やスカルン変質の鉱物のスペクトル主吸収があるため，大きな問題となる。2395nm
よりも高波長側のデータ自体が存在しないことも，これらの鉱物の識別には不利な点であ

る。また，スメクタイトの識別が困難であるため，スメクタイトは端成分として抽出され

ていない。 
ENVI にはスペクトルノイズを軽減する EFFORT ポリッシング（Polishing）処理が

用意されており，これを試験的に適用してみた。しかし，本来のスペクトル吸収が弱く

（浅く）なり，スペクトルの吸収形状も変化するため，この処理を採用しなかった。 
ノイズ状況を考慮しない初期段階のスペクトル解析結果では，鉱物の最大スペクトル吸

収以外のノイズ的な吸収を拾う，あるいはノイズ自体を拾うことで，端成分鉱物の抽出が

不良となることが多かった。このため，抽出対象とする鉱物種類別に解析のバンド範囲を

変えてノイズの影響を軽減する処置をとった。初期段階の Hyperion データ解析結果，既

存資料および平成 15 年度の AVIRIS データ解析結果に基づき，短波長赤外域にスペクト

ル吸収をもつ抽出対象鉱物を以下のように 3 種類に分けて，鉱物種類別の解析バンド範

囲を決めた（図 I-10）。 
1) パイロフィライト，明ばん石，カオリナイトなど（Al-OH 基鉱物主体） 

2150～2200nm に最大のスペクトル吸収がある鉱物を対象として，解析バンド範

囲を 2113～2244nm とした。 
2) 緑泥石，緑れん石，ドロマイトなど（Mg-OH 基鉱物主体） 

2300～2350nm に最大のスペクトル吸収がある鉱物を対象として，解析バンド範

囲を 2274～2375nm とした。 
3) セリサイト 

セリサイトの最大スペクトル吸収は 2200nm 付近にあり，最大吸収のシフトを捕

らえるために，解析バンド範囲を 2173～2244nm とした。 
また，可視近赤外域にスペクトル吸収をもつ赤鉄鉱，針鉄鉱および鉄明ばん石の抽出に

は 457～905nm のバンドを使用した。 
 
(3) セリサイトの組成変化 
セリサイトでは 2200nm 付近のスペクトル最大吸収位置のシフトが組成変化を，スペ

クトル吸収深さが結晶度を表すことが知られている（AusSpec International Pty. Ltd., 
1997）。初期段階のスペクトル解析結果では，この組成変化に対する端成分を抽出でき
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たが，ノイズの影響を受けてマッピングの精度が悪くなった。このため，スペクトル吸収

位置を特定した上でスペクトル吸収の深さを算出して，その値を基にマッピングを行った。

スペクトル吸収位置とセリサイト組成の関係と本研究での略称は以下のとおりである（図

I-11）。 

略 称 スペクトル吸収位置 組成 
セリサイト 1（sericite1，ser1） 2193nm Al 型 
セリサイト 2（sericite2，ser2） 2203nm 中間型 
セリサイト 3（sericite3，ser3） 2213nm 中間型 
セリサイト 4（sericite4，ser4） 2224nm Mg-Fe 型 

スペクトル吸収深さの算出方法は次のとおりである。 
・ノイズの多いバンドを避けて，解析対象として 2092～2345nm のバンドを取り出す。 
・連続体除去（Continuum Removal）処理を行う（図 I-11 右図） 
・4 箇所の吸収位置（2193，2203，2213，2224nm）で下式に従いスペクトル吸収深

さを計算する。あるバンドの深さは，波長の長短両側に 2 バンド前後したバンドの

値からの差分に相当する。 
計算式 ： バンド[n]の深さ＝バンド[n-2]＋バンド[n+2]－2×バンド[n] 

・スペクトル吸収深さの値のヒストグラムの変曲点に従いシキイ値を決めて，値が大き

なものだけを選択する。すなわち，吸収が浅いものは除外する。 
 
(4) スペクトル解析（端成分抽出手法） 
端成分鉱物の抽出はハイパースペクトルデータの解析に一般的に適用される以下の手法

に従った。なお，平成 15 年度の AVIRIS データ解析でも同様の手法を使用した。 
・MNF（Minimum Noise Fraction）変換：データノイズを分離し，多次元画像デー

タから本質的な次元データを抽出して，データ次元数を減らす。 
・PPI（Pixel Purity Index）解析：MNF の結果からスペクトル的に最も純粋な（より

単一な成分，すなわち端成分に相当する）ピクセルを抽出する。解析結果の PPI 値

が大きいほどより純粋なピクセルであることを表す。 
・多次元相関図（n-Dimensional Visualizer）解析：多次元相関図ツールを使用して，

PPI 解析で選択された純粋なピクセルを表示させ，端成分スペクトルを抽出する。 
・スペクトル解析（Spectral Analysis）：抽出された端成分スペクトルと USGS ライブ

ラリスペクトルを比較した解析結果（ライブラリマッチング）のスコア値に基づき，

スペクトル的に調和する鉱物を選択して，端成分鉱物とする。 
本研究では，なるべくノイズを拾わないように非常に大きな PPI 値のピクセルを 100

個程度選択して，その中から端成分鉱物として良好なスペクトルパタンを示すピクセルを

幾つか選んで，マッピング用の教師ピクセルとした。 
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(5) マッピング手法 
セリサイト以外の鉱物については，上述のスペクトル解析によって抽出された端成分鉱

物のピクセルを教師として SAM（Spectral Angle Mapper）分類を行い，その結果の

Rule 値を用いて，ヒストグラムの変曲点等の統計学的な見地に従い鉱物別にシキイ値を

設定してマッピングを行った。セリサイトでは前述の組成変化の計算で選出されたピクセ

ルがそのままセリサイトの分布地点となる。 
平成 15 年度の AVIRIS データ解析において SFF（Spectral Feature Fitting）よりも

SAM を使用したマッピングの方が良い結果が得られていること，Hyperion データの初

期段階のスペクトル解析でも SAM の方が良好なライブラリマッチング結果が得られたこ

とから，最終的に SAM 分類を利用したマッピングを行った。なお，SFF は連続体除去

のスペクトルを比較して吸収部のフィッティングを重要視することから，ノイズの吸収に

敏感に反応して，悪影響が生じると考えられる。 
 
I-5-3. Hyperionデータ処理の手順 

対象地域の変質の特性およびデータノイズ状況を考慮して，地域別かつ抽出対象の鉱物

種類別に以下の手順で Hyperion データの解析を行った。 
 
(1) イエリントン地域西部 
下記手順に従い 9 種類の鉱物（セリサイト（組成変化 4 種類），パイロフィライト，明

ばん石，緑泥石，緑れん石，針鉄鉱）を抽出し，マッピングした。 
1) セリサイト 
・2092～2345nm の解析対象バンドの切り出し 
・全バンドの平均値のヒストグラムの変曲点に基づき反射率の低いピクセルをマスク 
・セリサイトのスペクトル吸収深さの計算（I-5-2.(3)参照，以下同様） 
・個々のスペクトル吸収位置に対応したマッピング 

2) パイロフィライト，明ばん石 
・2113～2224nm の解析対象バンドの切り出し 
・セリサイトと同じマスクを適用 
・スペクトル解析（I-5-2.(4)参照，以下同様） 
・パイロフィライトと明ばん石の各 1 ピクセルを決定（I-5-2.(4)参照，以下同様） 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

3) 緑泥石，緑れん石 
・2274～2375nm の解析対象バンドの切り出し 
・セリサイトと同じマスクを適用 
・セリサイト，パイロフィライトおよび明ばん石の分布域をマスク 
・MNF 変換 
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・MNF 変換結果のバンド１がノイズの多寡を表すことから，同バンド値のヒストグラ

ムの変曲点に従いノイズの大きなピクセルをマスク 
・スペクトル解析 
・緑泥石として 1 ピクセル，緑れん石として 1 ピクセルを決定 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

4) 針鉄鉱 
・447～905nm の解析対象バンドの切り出し 
・スペクトル解析 
・針鉄鉱として 2 ピクセルを決定 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

 
(2) イエリントン地域東部 
下記手順に従い 11 種類の鉱物（セリサイト（組成変化 4 種類），緑泥石（2 種類），緑

れん石，アクチノ閃石，方解石，ドロマイト，鉄明ばん石）を抽出し，マッピングした。 
1) セリサイト 
・2092～2345nm の解析対象バンドの切り出し 
・MNF 変換 
・MNF 変換結果のバンド１がノイズの多寡を表すことから，同バンド値のヒストグラ

ムの変曲点に従いノイズの大きなピクセルをマスク 
・セリサイトのスペクトル吸収深さの計算 
・個々のスペクトル吸収位置に対応したマッピング 

2) Al-OH 基鉱物（非抽出） 
・2113～2224nm の解析対象バンドの切り出し 
・セリサイトと同じマスクを適用 
・スペクトル解析 
・端成分として抽出されたのはセリサイトだけで，これ以外の鉱物を抽出できず 

3) 緑泥石，緑れん石，アクチノ閃石，方解石，ドロマイト 
・2274～2375nm の解析対象バンドの切り出し 
・セリサイトと同じマスクを適用 
・セリサイトの分布域をマスク 
・スペクトル解析 
・緑泥石 1 ピクセル，Mg 緑泥石 2 ピクセル，緑れん石 2 ピクセル，アクチノ閃石 2 ピ

クセル，方解石 1 ピクセル，ドロマイト 1 ピクセルを決定 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

4) 鉄明ばん石 
・447～905nm の解析対象バンドの切り出し 
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・スペクトル解析 
・針鉄鉱として 3 ピクセルを決定し，平均スペクトルを作成 
・上記平均ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

 
(3) サンタリタ地域 
下記手順に従い 9 種類の鉱物（セリサイト（組成変化 4 種類），カオリナイト，緑泥石，

緑れん石，赤鉄鉱，鉄明ばん石）を抽出し，マッピングした。 
1) セリサイト 
・2092～2345nm の解析対象バンドの切り出し 
・MNF 変換 
・MNF 変換結果のバンド１がノイズの多寡を表すことから，同バンド値のヒストグラ

ムの変曲点に従いノイズの大きなピクセルをマスク 
・セリサイトのスペクトル吸収深さの計算 
・個々のスペクトル吸収位置に対応したマッピング 

2) カオリナイト 
・2113～2224nm の解析対象バンドの切り出し 
・MNF 変換 
・MNF 変換結果のバンド１がノイズの多寡を表すことから，同バンド値のヒストグラ

ムの変曲点に従いノイズの大きなピクセルをマスク 
・スペクトル解析 
・カオリナイトと決定された 13 ピクセルの平均スペクトルの作成 
・上記平均ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

3) 緑泥石，緑れん石 
・2274～2375nm の解析対象バンドの切り出し 
・MNF 変換 
・MNF 変換結果のバンド１がノイズの多寡を表すことから，同バンド値のヒストグラ

ムの変曲点に従いノイズの大きなピクセルをマスク 
・スペクトル解析 
・緑泥石として 2 ピクセル，緑れん石として 1 ピクセルを決定 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 

4) 赤鉄鉱，鉄明ばん石 
・447～905nm の解析対象バンドの切り出し 
・スペクトル解析 
・赤鉄鉱として 1 ピクセル，鉄明ばん石として 2 ピクセルを決定 
・上記ピクセルを教師とした SAM 分類によるマッピング 
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I-5-4. Hyperionデータ解析結果 

イエリントン地域西部の解析関連図を図 I-12～I-16，イエリントン地域東部の解析関連

図を図 I-17～I-20，サンタリタ地域の解析関連図を図 I-21～I-25 に示す。 
 
(1) イエリントン地域西部 
初期段階の解析および平成 15 年度 AVIRIS 解析結果から，変質鉱物が集中して分布す

る Buckskin 山地の南部を解析対象範囲とした。この範囲のフォールスカラー画像，

MNF 変換処理画像，既存地質図および変質鉱物分布図をそれぞれ図 I-12 の右上図，図

I-13 の左図，図 I-13 の右図および図 I-14 に示す。 
本地域は Buckskin 山地の南東部に位置し，イエリントンバソリスの西端に相当する。

地域南東部には三畳紀の変火山岩，南端と南東端部に花崗閃緑岩バソリスの一部，北東か

ら南西にかけてジュラ紀～白亜紀の変火山岩と変堆積岩，北西部に第三紀の酸性～中性火

成岩類が分布する（図 I-13 右図）。バソリスの周縁部に相当する三畳系南部に含金銅鉱脈

型の Buckskin 鉱床が分布する。Buckskin 鉱山の沈殿池と尾鉱堆積場が図 I-12 左上図の

下部中央に認められる。 
本地域には浅熱水性変質帯が広く分布しており，RGB にそれぞれ 823nm，620nm，

518nm を与えたフォールスカラー画像（図 I-12 右上図）では変質帯が白っぽい色調を呈

する。しかし，同画像で反射が高く最も白色を呈するのは，弱変質ないし非変質の白亜紀

のデイサイト質変火山岩類および第三紀のフェルシックな火山岩類である。短波長赤外域

データの MNF 変換結果のバンド 2，バンド 3，バンド 4 に RGB を与えた合成画像（図

I-13 左図）が地質および変質を良く表現している。一般に MNF 変換結果のバンド 1 は

アルベドを表現するため，バンド 2 からバンド 4 を使用した。MNF 変換画像において，

赤色系は酸性変質，黄色～橙色系および水色系はフィリック変質，濃緑色系はプロピリテ

ィック変質に相当する（図 I-14）。また，濃青～赤紫系は弱変質ないし非変質の白亜系，

淡緑色系は弱変質ないし非変質の白亜系，第三系および第四系に相当する（図 I-13 右図）。 
鉱物分布（図 I-14）では，地域北部と南部にパイロフィライトと明ばん石のまとまっ

た分布が認められる。この酸性変質帯の近傍には Al 型セリサイト（ser1）が分布する傾

向があり，さらにこの周囲に中間型と Mg-Fe 型セリサイトの広い分布が認められる。こ

れらの変質鉱物分布は主にジュラ紀の変火山岩類および花崗岩類の分布に調和的である。

緑泥石および緑れん石は地域南東部と南端にまとまって分布し，三畳系の変堆積岩類およ

び白亜紀花崗閃緑岩の分布と調和的である。 
以上のように，変質鉱物分布，解析画像および地層分布は相互に関連していることが判

明した。これは，ジュラ紀のイエリントンバソリスの形成に伴いプロピリティック変質が

三畳系に発達し，その後の斑岩岩脈の貫入に伴いフィリック変質および酸性変質が主にジ

ュラ系に発達し，非変質の第三紀の火成岩類がこれらを覆って分布するという変遷を表す

と考えられる。 
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本地域ではセリサイトが広く分布し，セリサイトの組成変化による分布の偏りが認めら

れる。セリサイトでは 2200nm 付近のスペクトル主吸収の深さ（スペクトルパタンの尖

度）が大きくなると結晶度が高くなるため，セリサイト組成変化の解析手法（I-5-2.(3)
項）に従って，スペクトル吸収の深さを分布と同時に表現した分布図を作成した（図 I-
15）。同図では組成別にスペクトルの吸収深さを最大値－最小値ストレッチの 256 階調で

表現しており，吸収深さが大きくなると各色調が濃くなる。Al 型セリサイト側の ser1 と

ser2 では，地域南部の花崗岩類の分布域および酸性変質帯の周辺で色調が濃くなる，す

なわち結晶度が高くなる傾向が認められる。これらの石英－セリサイト変質は肉眼観察に

おいても強変質であり，酸性変質帯は浅熱水性変質の中心部に相当することから，ser1
と ser2 の分布傾向は変質状況と調和的である。Mg-Fe 型セリサイト側の ser3 では，点

在するものより ser1 や ser2 周辺に分布するものの方が濃い色調を示す傾向がある。ser4
では特徴的な傾向は認められなく，マッピングに対するノイズの影響が示唆される。 
 
本地域には酸性変質帯，フィリック変質帯およびプロピリティック変質帯が分布してお

り，地域北部ではこれらの変質帯の累帯配列の傾向が認められる。図 I-16 に示すように，

変質帯中央から外側に向かって（図中央から上－右上方に向かい），【パイロフィライト－

明ばん石】／【セリサイト１－セリサイト２】／【セリサイト３－セリサイト４】／【緑

泥石・緑れん石】という累帯配列である。これは，変質帯形成時に中心から外側に向かい，

熱水の温度が低下すると同時に pH が酸性からアルカリ性に変化したことを表す。 
 

(2) イエリントン地域東部 
イエリントン地域西部と同様に，変質鉱物が集中して分布する Singatse 山地の中央部

を解析対象範囲とした。この範囲のフォールスカラー画像，MNF 変換処理画像，既存地

質図および変質鉱物分布図をそれぞれ図 I-17 の右上図，図 I-18 の左図，図 I-18 の右図

および図 I-19 に示す。 
本地域は Singatse 山地の中央に位置し，イエリントンバソリスと Shamrock バソリス

の境界部に相当する。地域南部には三畳紀～ジュラ紀前期の変火山岩，変堆積岩および石

灰岩類，この南北両側には花崗閃緑岩バソリスと斑岩貫入岩，地域北部には第三紀の火山

岩類が分布する（図 I-18 右図）。 
三畳系とバソリスとの境界周縁部および三畳紀石灰岩層に Ludwig 鉱山をはじめとす

る幾つかのスカルン鉱床が分布する。なお，斑岩銅鉱床のイエリントン鉱山は地域北東隅

の約 2km 東方に位置する。地域北東端に同鉱山の尾鉱堆積場が認められる（図 I-17）。 
本地域では，イエリントンバソリスにフィリック変質とプロピリティック変質，三畳系

にスカルン変質とフィリック変質が広く分布する（図 I-19）。RGB にそれぞれ 823nm，

620nm，518nm を与えたフォールスカラー画像（図 I-17 右上図）ではこれらの変質の傾

向は読み取れない。同画像で特徴的に白色を呈する部分として，北部中央と東部中央の筋
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状の箇所および南西部の塊状の箇所がある。前者は第三紀の非変質のデイサイト質凝灰岩，

後者は三畳系の石膏層（鉱床）に相当する。短波長赤外域データの MNF 変換結果のバン

ド 2，バンド 3，バンド 4 に RGB を与えた合成画像（図 I-18 の左図）が地質および変質

を良く表現していることがわかる。MNF 変換画像において，赤色系はプロピリティック

変質とスカルン変質，緑～緑青～青色系はフィリック変質，淡色系は弱変質～非変質酸性

変質に相当する（図 I-19）。また，三畳系の石灰岩およびドロマイトは赤色系に含まれる

が，これは方解石およびドロマイトのスペクトル主吸収位置が緑泥石や緑れん石と同じよ

うな波長帯（2300～2350nm）にあるためである。なお，本地域の MNF 変換画像はイエ

リントン地域西部のもの（図 I-13）に比べて南北方向のライン状のノイズが多いことか

ら，元データもノイズに富むことがわかる。図 I-19 右下図は教師ピクセルの短波長赤外

域データのスペクトルパタンで，特に 2290～2375nm（波長帯の右端）のスペクトルパ

タンに大きな山谷状のノイズに富むことが読み取れる。 
鉱物分布（図 I-19）では，地域南部に緑泥石－緑れん石－ドロマイト－アクチノ閃石

のまとまった分布が認められる。このスカルン変質の分布域の中にはセリサイトの分布域

も認められる。本地域ではセリサイトの組成は ser2 と ser3 が主体で，ser1 と ser4 の分

布は非常に限られている。ser2 と ser3 は混在することが多いが，地域中央部西端では

ser2 が非常に卓越し，ser1 を伴っている。スカルン変質の分布は三畳紀の変堆積岩類と

これに接するイエリントンバソリスの分布に調和的である。ドロマイトは中生界南西部の

石灰岩の分布と一致する。フィリック変質はイエリントンバソリス中の斑岩貫入岩と三畳

紀の変火山岩類の分布に調和的である。地域北東端のセリサイト－鉄明ばん石の分布はイ

エリントン鉱山の尾鉱堆積場，中央部東端の方解石の分布は Bluestone 鉱山の尾鉱堆積

場の二次的堆積物に相当する。 
 
以上のように，変質鉱物分布，解析画像および地層分布は相互に関連していることが判

明した。この関連性は，イエリントン斑岩銅鉱床の形成に伴う変質作用を受けた母岩の種

類およびこの変質時期に起因する。図 I-20 にスカルン変質とフィリック変質を中心とす

る地域の鉱物分布と地質の関係を示す。 
緑れん石－緑泥石－ドロマイト－アクチノ閃石－方解石の分布はほとんどが中生界（ジ

ュラ系～三畳系）の分布域に含まれており，中生界とイエリントンバソリスの境界部にも

まとまった分布が認められる。緑れん石－緑泥石の分布はイエリントンバソリスの中央部

にも点在しているが，西部には認められず，Shamrock バソリスでも中生界との境界の一

部に認められるだけである。イエリントンバソリスにおいて，東側で緑れん石－緑泥石が

卓越し，中央で緑れん石－緑泥石とセリサイトが混在し，西側でセリサイトが卓越する。

これは，Basin and Range の西側への倒れこみ構造で東側により深部の岩相・変質が分

布すること，および斑岩岩脈に伴われるフィリック変質が西側（変質時の浅所に相当す

る）で大きく広がっていることに起因する。 
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(3) サンタリタ地域 
本地域では植生に富むこと，変質鉱物の分布がサンタリタ鉱山とコンチネンタル鉱山の

オープンピットと両鉱山の周辺に限られることから，コンチネンタル鉱山からサンタリタ

鉱山南方の露岩域までを解析対象範囲とした。この範囲のフォールスカラー画像，周辺の

既存地質図，MNF 変換処理画像および変質鉱物分布図をそれぞれ図 I-21 の左図，図 I-
22，図 I-23 の左図および図 I-23 の右図に示す。 
本地域は Black 山脈の南端部に位置し，古生界と中生界に貫入するサンタリタ岩株と

Hanover Fierro 岩株を含む範囲である。地域北部から西部にかけて白亜紀の堆積岩類，

北部中央に第三紀の花崗閃緑岩岩株と斑岩貫入岩，地域南部には第三紀の火山岩類が分布

する（図 I-22）。 
斑岩銅鉱床のサンタリタ鉱山はサンタリタ岩株に位置し，スカルンのコンチネンタル鉱

山は Hanover Fierro 岩株の北西端境界部に位置する。サンタリタ岩株の西側から北側の

Hanover Fierro 岩株周辺にかけて多くのスカルン鉱床が分布している。 
本地域では，サンタリタ鉱山オープンピットにフィリック変質とプロピリティック変質，

コンチネンタル鉱山オープンピットと Hanover Fierro 岩株周辺にスカルン変質とプロピ

リティック変質が分布する（図 I-23 右図，図 I-24）。RGB にそれぞれ 823nm，620nm，

518nm を与えたフォールスカラー画像（図 I-21 左図）ではこれらの変質の傾向は読み取

れない。同画像で植生の豊富さが明らかである。地域南部に自然の露頭が広く分布するが，

非変質の第三系火山岩類である。地域北部の中生界と花崗閃緑岩岩株の分布域には自然の

露頭はきわめて少ない。廃石堆積場がサンタリタ鉱山オープンピットの東方，北東方，西

方および南西方，コンチネンタル鉱山オープンピットの北方および南東方に分布しており，

同部でも変質鉱物の分布が認められるため，結果の解釈には注意が必要である。 
短波長赤外域データの MNF 変換結果のバンド 2，バンド 3，バンド 4 に RGB を与え

た合成画像（図 I-23 左図）はイエリントン地域では地質および変質を良く表現している

が，本地域では色調との対応は不明瞭である。変質鉱物の種類よりもアルベドの影響が強

いように見える。本地域の MNF 変換画像もイエリントン地域西部のもの（図 I-13）に

比べてライン状のノイズが多いことから，元データもノイズに富むことがわかる。図 I-
24 右下図は教師ピクセルの短波長赤外域データのスペクトルパタンで，特に 2290～
2375nm（波長帯の右端）のスペクトルパタンに大きな山谷状のノイズに富むことが読み

取れる。 
鉱物分布（図 I-24）では，サンタリタ鉱山オープンピットの北西部を除く全体にセリ

サイトの分布が認められる。ピット底部中央東寄りとピット壁の上部にカオリナイト，ピ

ット北西部に緑泥石が分布する。赤鉄鉱と鉄明ばん石はピット上部と底部に分布する。ピ

ット内でのセリサイトの組成は ser1 と ser2 が主体で，ser1 は中央底部で ser2 は東壁で

卓越する傾向があり，ser3 と ser4 は南東壁上部に限られて点在する。コンチネンタル鉱

山周辺では，オープンピットの西側から北東側にかけて ser1 と ser2 がややまとまって分
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布する。緑れん石－緑泥石はコンチネンタル鉱山オープンピット内からサンタリタ鉱山オ

ープンピット北西部にかけて点在し，同部には小規模なスカルン鉱床が多く分布する。サ

ンタリタ鉱山オープンピットの周囲に見られる，セリサイト－赤鉄鉱－鉄明ばん石のまと

まった分布は廃石堆積場に相当する。 
 
以上のように，変質鉱物分布と地質・鉱床に関連性が認められた。サンタリタ鉱山オー

プンピットにおける鉱物分布と地質・鉱床の関係の詳細は次のとおりである。図 I-25 に

ピットの現地写真と鉱物分布図を示す。サンタリタ鉱山オープンピットには溶脱帯，フィ

リック変質およびスカルン変質が認められる。溶脱帯は現在のピット部分の地表を広く厚

く覆っていたが，現在はピット壁上部に認められる。図 I-25 の写真では褐色～赤褐色を

呈している部分で，赤鉄鉱－鉄明ばん石－カオリナイトの鉱物組合せを特徴とする。フィ

リック変質は花崗閃緑岩岩株の分布域に相当し，現在のピット中央，西部および南部（同

写真では中央，右側および右奥）に分布する。同写真では淡色系を呈する部分で，主にセ

リサイトからなり，黄鉄鉱などを伴う。セリサイトの組成では ser1 と ser2 が混在するが，

ser1 が卓越する。スカルン変帯は現在のピット北部の底部，東部および北西部（同写真

の手前から右手前）に認められ，セリサイト（ser2 主体）と緑泥石が分布する。 
 
I-5-5. ASTERデータ解析結果 

各地域の Hyperion データ解析範囲に相当する ASTER データを切出して解析を行い，

以下の 4 種類の画像を作成した。 
・フォールスカラー画像：RGB＝バンド 3，バンド 2，バンド 1 
・フォールスカラー画像：RGB＝バンド 4，バンド 6，バンド 8 
・比演算処理画像：RGB＝バンド 4／バンド 6，バンド 5／バンド 6，バンド 5／バン

ド 8 
・主成分分析画像：R＝バンド 1・4・5・7 を使用した主成分分析結果からバンド 5 に

吸収を示すバンドを選択 
G＝バンド 1・3・5・6 を使用した主成分分析結果からバンド 6 に

吸収を示すバンドを選択 
B=バンド 1・3・5・8 を使用した主成分分析結果からバンド 8 に

吸収を示すバンドを選択 
研究対象地域には，ASTER のバンド 5 にスペクトル吸収をもつパイロフィライトと明

ばん石からなる酸性変質，バンド 6 にスペクトル吸収をもつセリサイトからなるフィリ

ック変質，バンド 8 にスペクトル吸収をもつ緑泥石と緑れん石からなるプロピリティッ

ク変質（スカルン変質を含む）の大きく 3 種類の変質が存在する。したがって，バンド 5，
バンド 6 およびバンド 8 のスペクトル吸収を検知するような上記の解析画像を作成した。

なお，主成分分析画像は Crosta (2003) の手法に基づく。 
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(1) イエリントン地域西部 
解析結果の画像を図 I-26 と図 I-27 に示す。 
図 I-26 左図のフォールスカラー画像では，不鮮明であるが変質帯が淡黄色～淡緑色で

表される。 
図 I-26 右図のフォールスカラー画像では，変質帯の分布が明瞭に識別可能で，酸性変

質およびフィリック変質は桃色～淡桃色～淡黄色，プロピリティック変質は明緑色で表さ

れる。暗灰色～暗緑灰色部の非変質帯が明瞭に識別できる。 
図 I-27 左図の比演算処理画像では，酸性変質は明赤色～朱色～濃桃色，フィリック変

質は淡橙色～淡黄色～淡黄緑色，プロピリティック変質は淡青紫色で表され，各変質帯は

非常に明瞭に識別される。フィリック変質の黄色系と緑色系の違いおよび明暗の違いは，

Hyperion 解析結果から変質程度および組成変化に起因すると考えられる。暗色系と水色

系は非変質帯を表す。 
図 I-27 右図の主成分分析画像では，酸性変質は朱色～濃桃色，フィリック変質は淡緑

青色～水色，プロピリティック変質は濃青色で表される。地域北西部のまとまった非変質

の地区が赤色系を呈し，酸性変質の色調に類似することが本画像の難点である。 
以上の結果から，本地域に存在する 3 種類の変質を最も良く表現しているのは，比演

算処理画像である。 
 
(2) イエリントン地域東部 
解析結果の画像を図 I-28 と図 I-29 に示す。 
図 I-28 上図のフォールスカラー画像では，色調の差が地質・岩相の違いを反映してい

ることは判読できるが，個々の変質帯を識別することは困難である。地域中央西部の反射

が高い白色部は石膏層に相当する。 
図 I-28 下図のフォールスカラー画像では，変質帯の分布が明瞭に識別可能で，フィリ

ック変質は濃桃色～淡桃色と淡緑青色，プロピリティック－スカルン変質は明緑色～緑色

～淡黄色で表される。暗灰青色の非変質第三系が明瞭に識別できる。 
図 I-29 上図の比演算処理画像では，フィリック変質は淡橙色～淡黄色～淡黄緑色と水

色，プロピリティック－スカルン変質は淡青紫色～淡赤紫色～濃青色で表される。各変質

帯は明瞭に識別されるが，ややざらつきの多い画像である。フィリック変質の黄色系と青

色系の違いおよび明暗の違いは，Hyperion 解析結果から変質程度および共存鉱物組合せ

に起因すると考えられる。緑色系と赤色系は非変質帯を表す。 
図 I-29 下図の主成分分析画像では，フィリック変質は黄白色～黄色～淡緑色～緑色，

プロピリティック－スカルン変質は青色～水色で表される。比演算画像と同様の区分が可

能であるが，色調の濃淡および明暗の変化が弱い。 
石膏は 2200～2250nm にかけて広いスペクトル吸収を持つため，フォールスカラー画
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像（RGB＝4, 6, 8）では石膏とフィリック変質は同じ色調を示すが，他の解析画像では両

者は異なる色調で区別される。 
以上の結果から，本地域に存在する 2 種類の変質を最も良く表現しているのは比演算

処理画像であるが，フォールスカラー画像（RGB＝4, 6, 8）と主成分分析画像でも識別可

能である。 
 
(3) サンタリタ地域 
解析結果の画像を図 I-30 と図 I-31 に示す。 
図 I-30 左図のフォールスカラー画像では，色調が植生の量と岩相の違いを反映してい

ることは判読できるが，個々の変質帯を識別することは困難である。 
図 I-30 右図のフォールスカラー画像では，フィリック変質は濃桃色～淡桃色～帯桃灰

色，プロピリティック変質は淡緑灰色～灰緑色で表される。全体に色調変化に乏しいが，

フィリック変質は明瞭に識別可能である。 
図 I-31 左図の比演算処理画像では，フィリック変質は帯赤黄色～橙色～淡黄色，プロ

ピリティック変質は濃緑色～緑青色で表される。サンタリタ鉱山ピット底中央東寄りに明

赤色を呈する部分はカオリナイトの分布に相当する。フィリック変質は明瞭に識別可能で

ある。地域南部に緑色を呈する非変質の第三系がプロピリティック変質の色調と類似する

という難点がある。水色部分は地形的な影に相当する。 
図 I-31 右図の主成分分析画像では，フィリック変質は淡緑色～淡緑黄色，プロピリテ

ィック変質は淡青色～淡緑青色で表される。全体にざらつきが多く，色調の混色傾向が強

いメリハリに乏しい画像である。 
以上の結果から，本地域に存在する 3 種類の変質を最も良く表現しているのは，比演

算処理画像である。 
 
I-5-6. 地区別まとめ 

各地区別に解析結果のまとめ，AVIRIS データまたは ASTER データとの比較を以下に

記す。 
 
(1) イエリントン地域西部 

Hyperion データ解析の総括図を図 I-32，平成 15 年度 AVIRIS データ解析結果との比

較を図 I-33，マッピングに使用した教師ピクセルのスペクトルパタンとその位置を図 I-
34 と図 I-35 に示す。 
本地域には浅熱水性鉱床に伴われる変質帯が広く分布しており，変質の中心となる酸性

変質帯は地域北東部と南西部に位置し，フィリック変質は地域中央から酸性変質帯を取り

囲むように広く分布する。フィリック変質のセリサイトは組成によって Al 型（ser1 と

ser2）と Mg-Fe 型（ser3 と ser4）に区分され，Al 型は酸性変質帯の近傍に分布する傾
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向がある。酸性変質およびフィリック変質はジュラ紀の変火山岩類および変堆積岩類の分

布に一致する。プロピリティック変質は地域南東部に分布し，三畳系の分布と一致する。

地域北西部，北東部および南部中央の変質鉱物に乏しい地域は白亜系および第三系の分布

と一致する。浅熱水性含金銅鉱脈型鉱床である Buckskin 鉱山は地域南東部の三畳系中に

位置する。 
本地域では，変質鉱物分布と地層分布が密接に関連している。これは，ジュラ紀のイエ

リントンバソリスの形成に伴いプロピリティック変質が三畳系に発達し，その後の斑岩岩

脈の貫入に伴いフィリック変質および酸性変質が主にジュラ系に発達し，非変質の第三紀

の火成岩類がこれらを覆って分布するという変遷を表すと考えられる。地域北部では変質

帯中央から外側に向かって，【パイロフィライト－明ばん石】／【セリサイト１－セリサ

イト２】／【セリサイト３－セリサイト４】／【緑泥石・緑れん石】という累帯配列の傾

向が認められる。変質帯形成時に中心から外側に向かい，熱水の温度が低下すると同時に

pH が酸性からアルカリ性に変化したことを表す。 
 
鉱物マッピングに利用した Hyperion データの教師ピクセルの位置は同一鉱物種分布域

における強変質部を示唆することがある。一般に，教師データとなる端成分鉱物のスペク

トルパタンは，スペクトル吸収が深く明瞭で典型的なパタンを呈する。これは，他の変質

鉱物の混在が少なく，変質強度が強いことを意味する。パイロフィライトと明ばん石の教

師ピクセルはそれぞれの変質鉱物分布のほぼ中央に位置し，変質が最も強い場所を示唆す

る。セリサイト 1 の教師ピクセルはジュラ紀の斑岩貫入岩に位置しており，斑岩銅鉱床

の変質に関連する強い変質を示唆する。緑れん石と緑泥石の教師ピクセルもセリサイト 1
と同一のジュラ紀の斑岩貫入岩に位置しており，同様の強変質を示唆する。針鉄鉱の教師

ピクセルは Buckskin 鉱山の北東部に分布するゴッサンに位置する。 
 
Hyperion データ解析結果と AVIRIS データ解析結果の鉱物分布を比較した結果は，次

のようにまとめられる。なお，Hyperion データの分解能は約 30m，AVIRIS データは約

20ｍのため，画像ピクセルの細かさに差がある（図 I-33） 
・明ばん石とパイロフィライトの分布は両データ間に大きな差はなく，調和している。 
・セリサイト 1 とセリサイト 2 の分布は大局的には両データ間で調和している。セリ

サイト 1 の逆 S 字の連続的な分布が両データで認められる。セリサイト 2 のまとま

った分布（北部，中央部，南東端）が両データで認められる。 
・セリサイト 3 とセリサイト 4 の分布はもともと点在する傾向があり，両データ間の

整合性は低い。 
・Hyperion データの鉱物分布域が AVIRIS データに比べて散在して広がっているのは，

主に Hyperion データのノイズの影響である。 
・総体的に Hyperion データと AVIRIS データの鉱物分布は調和的である。 
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また，前述の ASTER データと比較すると，Hyperion 鉱物分布図は ASTER の比演算

処理画像（RGB＝4/6, 5/6, 5/8）と非常に調和的である。 
 
(2) イエリントン地域東部 

Hyperion データ解析の解析総括図を図 I-36，平成 15 年度 AVIRIS データ解析結果と

の比較を図 I-37，マッピングに使用した教師ピクセルのスペクトルパタンとその位置を

図 I-38 と図 I-39 に示す。 
本地域には斑岩銅鉱床とスカルン鉱床に伴われるフィリック変質，プロピリティック変

質およびスカルン変質が広く分布する。スカルン変質の分布は三畳紀の変堆積岩類とこれ

に接するイエリントンバソリスの分布に調和的であること，フィリック変質はイエリント

ンバソリス中の斑岩貫入岩と三畳紀の変火山岩類の分布に調和的であること，および，ス

カルン鉱床は中生界とバソリスの境界部，中生界に貫入した斑岩岩脈の近傍およびドロマ

イトの周囲に位置することが図 I-36 から明らかである。 
イエリントンバソリスにおいて，東側で緑れん石－緑泥石が卓越し，中央で緑れん石－

緑泥石とセリサイトが混在し，西側でセリサイトが卓越するという現象は，本地域におけ

る Basin and Range の西側への倒れこみ構造および中生界との位置関係に起因すると考

えられる。 
 
Hyperion データ解析結果と AVIRIS データ解析結果の鉱物分布を比較した結果は，次

のようにまとめられる。なお，Hyperion データの分解能は約 30m，AVIRIS データは約

20ｍのため，画像ピクセルの細かさに差がある（図 I-33） 
・セリサイト 1 とセリサイト 2 の分布は大局的には両データ間で調和している。セリ

サイト 1 は Hyperion データではほとんど存在しないが，AVIRIS データではセリサ

イト 2 と隣接して分布する。セリサイト 2 のまとまった分布（北東部，西部，南部

中央）が両データで認められる。 
・セリサイト 3 とセリサイト 4 の分布は少なく点在するため，両データ間の整合性は

低い。 
・ドロマイトの分布は両データ間に大きな差はなく，調和している。 
・方解石の分布は両データ間で非調和的である。既存地質図および後述の現地検証調査

から Hyperion データの分布はほとんどが誤抽出である。 
・緑泥石と緑れん石を合わせた分布は大局的には両データ間で調和しているが，北西部

と西部中央で非調和的である。また，緑泥石と緑れん石の個々の分布には非調和的な

部分が多い。 
・AVIRIS データで抽出された石膏が Hyperion データでは抽出されていない。 
・Hyperion データと AVIRIS データの変質鉱物の有無の分布は調和的である。しかし，

鉱物種類によって，両データ間における分布に差が生じる。セリサイト 2 とドロマ
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イトの分布は調和的であり，緑泥石と緑れん石の分布は調和的な部分と非調和的な部

分があり，セリサイト 1，セリサイト 3，セリサイト 4 および方解石は非調和的であ

る。両データ間の整合性が低い原因は根本的には Hyperion データのノイズにある。 
また，前述の ASTER データと比較すると，Hyperion 鉱物分布図は ASTER の比演算

処理画像（RGB＝4/6, 5/6, 5/8）と調和的である。 
 
(3) サンタリタ地域 

Hyperion データ解析の解析総括図を図 I-40，ASTER データ解析結果との比較を図 I-
41，マッピングに使用した教師ピクセルのスペクトルパタンとその位置を図 I-42 と図 I-
43 に示す。 
本地域には斑岩銅鉱床に伴われる溶脱帯とフィリック変質，スカルン鉱床に伴われるス

カルン変質とプロピリティック変質が分布する。フィリック変質はサンタリタ鉱山オープ

ンピットの北西部を除くピット全体に分布するほか，コンチネンタル鉱山の西側から北東

側にかけてややまとまって分布する。サンタリタピット内では，セリサイト 1 はサンタ

リタ岩株で，セリサイト 2 は岩株以外で卓越する傾向がある。カオリナイトがピット底

部の中央東寄りに分布しており，ピット内ではセリサイト 1 とカオリナイトがまとまっ

て分布する中央部が変質の中心と考えられる。サンタリタ斑岩銅鉱床は地表部に広い溶脱

帯を伴っており，ピット壁上部のカオリナイト－鉄明ばん石の分布域がこれに相当する。 
プロピリティック変質とスカルン変質は Hanover Fierro 岩株とサンタリタ岩株の間，

コンチネンタル鉱山オープンピット内からサンタリタ鉱山オープンピット内北西部にかけ

て点在する。同部には小規模なスカルン鉱床が多く分布する。 
 
Hyperion データ解析結果の鉱物分布と ASTER データ解析画像を比較した結果は，次

のようにまとめられる。前述の ASTER データ解析において，比演算処理画像（RGB＝

4/6, 5/6, 5/8）が本地域の変質を最も良く表現していることが判明したため，ここでは同

処理画像との比較を主体とした。また，ASTER データに対数残差処理を適用して，

RGB にそれぞれバンド 4，バンド 6，バンド 8 を与えた画像を図 I-41 に掲載した。 
・フィリック変質（セリサイト 1 とセリサイト 2）の分布は ASTER 比演算処理画像で

は帯赤黄色～橙色～淡黄色部に相当し，両データは非常に調和的である。 
・サンタリタピット底部のカオリナイトの分布は ASTER 比演算処理画像の明赤色部

に相当し，両データは非常に調和的である。 
・プロピリティック変質（緑泥石と緑れん石）は ASTER 比演算処理画像では不明瞭

ながら緑青色で表されており，両データは大局分布としては調和的である。 
・対数残差処理画像も比演算処理画像と同様の傾向を示し，赤色系がフィリック変質，

淡青色系がプロピリティック変質に相当し，両データは非常に調和的である。 
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I-6. 現地検証調査 
現地検証調査は，Hyperion データ解析結果の鉱物分布状況の検証，現地状況の調査と

調査位置情報の取得，変質鉱物の観察と記載，室内試験用の岩石試料の採取，採取試料の

スペクトルの測定などを目的とする。現地調査地点（試料採取地点）を図 I-44，代表的

な現地風景写真を写真 I-1～I-12，スペクトル測定結果を図 I-45～I-53，現地検証結果総

括を地域別に表 I-1～I-3 に示す。 
 
現地検証結果総括表および室内試験結果一覧表（表 I-1～表 I-7）において，各ページ

内に凡例を入れることが困難であったため，以下に鉱物略号の凡例を示す。 
Ab: Albite（アルバイト），Act: Actinolite（アクチノ閃石），Adr: Andradite（アンドラ

ダイト），Alu: Alunite（明ばん石），Amp: Amphibole（角閃石），Ap: Apatite（燐灰石），

Bi: Biotite（黒雲母），Cal: Calcite（方解石），Chl: Chlorite（緑泥石），Cpx: 
Clinopyroxene（単斜輝石），C/S: Chlorite-Smectite mixed layer（緑泥石・スメクタイ

ト混合層鉱物），Dia: Diaspore（ダイアスポア），Dio: Diopside（透輝石），Dol: 
Dolomite（ドロマイト），Epi: Epidote（緑れん石），Fl: Fluorite（蛍石），Gar: Garnet
（ざくろ石），Goe: Goethite（針鉄鉱），Grn: Grandite（グランダイト），Gro: 
Grossular（グロシュラー），Hal: Halloysite（ハロイサイト），Hb: Hornblende（ホルン

ブレンド），Hem: Hematite（赤鉄鉱），Ilm: Ilmenite（イルメナイト），Jar: Jarosite
（鉄明ばん石），Kao: Kaolinite（カオリナイト），Kf: K-feldspar（カリ長石），Mgt: 
Magnetite（磁鉄鉱），Non: Nontronite（ノントロナイト），Opq: Opaque minerals（不

透明鉱物），Pl: Plagioclase（斜長石），Py: Pyrite（黄鉄鉱），Pyp: Pyrophyllite（パイロ

フィライト），Qz: Quartz（石英），Rut: Rutile（ルチル），Ser: Sericite（セリサイト），

Sid: Siderite（菱鉄鉱），Smc: Smectite（スメクタイト），Smt: Smithsonite（菱亜鉛鉱），

Sul: Sulfide（硫化鉱物），S/S: Sericite-Smectite mixed layer（セリサイト・スメクタイ

ト混合層鉱物），Ti: Titanite（チタン石），Tre: Tremolite（透閃石），ser1M (1M): セリ

サイトのポリタイプ 1M，ser2M (2M): セリサイトのポリタイプ 2M，serMg: Mg に富む

セリサイト 
なお，アクチノ閃石－透閃石系列については，本報告書のデータ処理では単にアクチノ

閃石と表記する。 
 
I-6-1. 調査内容 

Hyperion データ解析結果の変質鉱物分布図に基づき，現地での検証調査を行った。調

査地点では，肉眼観察，GPS 測量および写真撮影を行い，必要に応じて室内試験用およ

びスペクトル測定用の岩石試料を試験別に採取した（図 I-44）。 
検証対象とした鉱物と主要な検証地点番号（表 I-1～I-3）の関係は以下のとおりである。 

(1) イエリントン地域西部（表 I-1） 
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・パイロフィライト：Y05，Y10，Y19 
・明ばん石：Y06，Y35 
・カオリナイト：Y09 
・セリサイト（ser1 と ser2）：Y01，Y02，Y08，Y15，Y18，Y24，Y27，Y30 
・セリサイト（ser3 と ser4）：Y11，Y13，Y16，Y17，Y23，Y26，Y29，Y32，Y33 
・緑泥石：Y04，Y21 

(2) イエリントン地域東部（表 I-2） 
・セリサイト（ser2）：Y36，Y38，Y43，Y49 
・セリサイト（ser3 と ser4）：Y39，Y40 
・緑泥石：Y41，Y45，Y48，Y54，Y55 
・緑れん石：Y46，Y50，Y56 
・ドロマイト：Y47，Y60 
・方解石：Y51 
・アクチノ閃石：Y52，Y53，Y57～59 

(3) サンタリタ地域（表 I-3） 
・セリサイト（ser1 と ser2）：S01～05，S10，S14，S19，S20 
・方解石：S16 
 

I-6-2. スペクトル測定 
財団法人資源・環境観測解析センターが所有する Analytical Spectral Devices 社製の

Field Spec Pro FR を使用して，現地で採取した試料に対して現地宿舎の室内でスペクト

ル測定を行った（図 I-45～I-53）。測定波長域は 350～2500nm，スペクトル分解能は

1nm である。 
岩石の風化面と採取時の破断面（新鮮面）の 2 箇所を測定した。ただし，砂質なもの

は一面に広げた状態で風化面としての測定のみを行った。 
測定結果に対して ENVI のスペクトル解析を行い，各地域で以下の鉱物が同定された。 

(1) イエリントン地域西部 
同定された鉱物は，パイロフィライト，明ばん石，カオリナイト，ハロイサイト，セリ

サイト，スメクタイト，緑泥石，緑れん石，鉄明ばん石，赤鉄鉱，針鉄鉱である。 
(2) イエリントン地域東部 
同定された鉱物は，カオリナイト，セリサイト，スメクタイト，緑泥石，緑れん石，方

解石，ドロマイト，アクチノ閃石，ざくろ石，アンドラダイト，鉄明ばん石，赤鉄鉱，針

鉄鉱である。 
(3) サンタリタ地域 
同定された鉱物は，カオリナイト，セリサイト，スメクタイト，ノントロナイト，緑泥

石，緑れん石，方解石，輝石，アクチノ閃石，ざくろ石（？），鉄明ばん石，赤鉄鉱，針



I－ 26 

鉄鉱である。 
 
I-6-3. 調査結果 
肉眼観察およびスペクトル測定に基づく Hyperion データ解析結果の検証結果は地域別

に以下のようにまとめられる。下記括弧内の番号は表 I-1～I-3 の試料番号に相当する。

測定結果のスペクトルは現地検証後の Hyperion データの最終的な解析およびマッピング

に際して参考とした。 
全地域において，事前の Hyperion データ解析結果は現地状況と調和的であった。特に

変質帯分布域は肉眼観察とよく一致した。 
 
(1) イエリントン地域西部 
・酸性変質帯の変質鉱物であるパイロフィライト（Y05，Y10）および明ばん石（Y06，

Y35）は精度良く抽出されていた。 
・カオリナイトは端成分としては抽出されなかったが，スペクトル測定ではカオリナイ

トの存在が認められた（Y09，Y11）。Hyperion データで抽出されない原因は，存在

量が少なく混在していることにある。 
・フィリック変質帯の変質鉱物であるセリサイトの分布は精度良く抽出されていた。セ

リサイトの組成変化はスペクトル測定と整合的な部分（Y02，Y11，Y30，Y31 な

ど）が多いが，一部（Y21）では非整合的である。セリサイトの ser3 および ser4 と

されたものの一部（Y32～Y34）がセリサイトと緑泥石の共存に相当することが判明

した。 
・プロピリティック変質帯の変質鉱物である緑泥石および緑れん石の分布は精度良く抽

出されていた。 
 
(2) イエリントン地域東部 
・フィリック変質帯の変質鉱物であるセリサイトの分布は精度良く抽出されていた。本

地域ではセリサイトの ser1 がほとんど抽出されず，多くが ser2 となっているが，ス

ペクトル測定結果から ser1 と ser2 のスペクトル吸収の中間に吸収があるもの（Y38，
Y44）が多いことが判明した。 

・プロピリティック～スカルン変質帯の変質鉱物では抽出の精度がやや悪いことが確認

された。これらの変質鉱物のスペクトル主吸収が存在する周辺の Hyperion バンドに

ノイズが多いことが原因である。緑泥石および緑れん石の分布は整合的な部分（Y46，
Y50）と非整合的な部分（Y48，Y54）がある。ドロマイトの分布は一部で（Y58）
非整合的であるが，精度よく抽出されている。アクチノ閃石の分布はピクセル単位と

なり，整合性の評価は難しい。アクチノ閃石の分布はスカルン変質の分布域にあるこ

と，アクチノ閃石の存在は肉眼で確認されることから，整合的と考えられる。 
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・スカルン変質は Ludwig 鉱山の北東～南東方に広く分布しているが，この部分は

Singatse 山地の西～北西向き斜面であり，Hyperion データでは影になっているため

（図 I-17），反射率が低く鉱物が抽出されない箇所となっている（図 I-36）。スペク

トル測定ではざくろ石と輝石が検出されているが，これらの鉱物のスペクトル主吸収

は熱赤外域にあり，短波長赤外域のスペクトル吸収は弱く，緑れん石等のスペクトル

主吸収と重複する。ざくろ石や輝石が判読された理由は，単一鉱物に対するスペクト

ル測定で，測定機器のスペクトル分解能が高いためである。したがって，本研究で使

用した Hyperion データではざくろ石や輝石を抽出することは非常に困難である。 
 
(3) サンタリタ地域 
・酸性変質帯の変質鉱物であるカオリナイトの分布は 1 箇所のみ（S28）で確認され，

整合的であった。 
・フィリック変質帯の変質鉱物であるセリサイトの分布は精度良く抽出されていた。セ

リサイトの組成変化はスペクトル測定と整合的な部分（S02，S04 など）と非整合的

な部分（S03，S10）がある。 
・プロピリティック～スカルン変質帯の露頭は Hyperion の分解能に比べると規模が小

さいため，抽出精度はやや悪い。道路法面の露頭で多くの試料を採取したが，このよ

うな露頭は Hyperion データでは確認できないのが実状である。整合的なものは緑泥

石（S23）と方解石（S16）である。 
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I-7. 室内試験 
変質鉱物組合せ，変質程度，変質鉱物の量比を把握し，Hyperion データ解析結果を検

証する目的で，室内試験として岩石薄片観察および X 線回折試験を実施した。 
 
I-7-1. 岩石薄片の顕微鏡観察 
代表的あるいは特徴的な岩石 20 試料について，岩石薄片を作成し，偏光顕微鏡による

観察を行った。観察結果を表 I-4 に，代表的な顕微鏡写真を写真 I-13 に示す。 
観察結果から以下のような変質帯別に区分される。 

(1) プロピリティック変質 
緑色片岩相の鉱物組合せ（緑泥石，アクチノ閃石，緑れん石，方解石）を特徴とし，

YT01，YT02，YT05，ST02，ST03，ST05 が相当する。 
火成岩の斜長石は，緑れん石，方解石とアルバイトに変わっている。方解石脈が生じて

いる場合がある。苦鉄質鉱物の一部は緑泥石に変化している．多くの場合，アクチノ閃石

を伴う。 

(2) フィリック変質 
アルカリ，Ca および Mg の除去作用とセリサイト，石英の組合せを特徴とし，YT03，

YT04，YT06，YT07，YT10，ST01，ST05 が相当する。 
原岩の斜長石は多くの場合消失している。カリ長石，黒雲母および石基ガラス部分はセ

リサイトに交代される。石英はもとの輪郭を残して外側に成長しているものがある。 
ST05 は，プロピリティック変質とフィリック変質の両方の特徴をあわせもつ。セリサ

イト－石英脈が緑れん石を横切ること，石英粒子が二次成長した部分にセリサイトととも

に緑れん石が包有されることから，プロピリティック変質の後でフィリック変質が生じた

と推定される。 
(3) スカルン変質 
熱変成や Ca の交代作用が特徴で，ざくろ石，輝石，緑れん石，方解石などの組合せを

特徴とする。主成分鉱物の違いから，以下のように細分される。 
・輝石スカルン（YT12） 

単斜輝石，斜長石，石英を主成分とし，緑れん石，燐灰石を伴う。 
・緑れん石スカルン(YT08，YT11，ST04) 

緑れん石を主成分とし，輝石やアクチノ閃石を伴う場合がある。 
・ざくろ石スカルン（YT09，YT13，YT14，YT15） 

ざくろ石を主成分とし，炭酸塩鉱物（方解石＋菱鉄鉱？），緑れん石，緑泥石を伴

う。ざくろ石はグロシュラー～ハイドログロシュラー組成と推定され，顕著な複屈

折を示すものがある。 
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I-7-2. 粉末Ｘ線回折試験 

代表的あるいは特徴的な岩石 90 試料について，粉末 X 線回折試験を行い，鉱物を同定

し，石英指数を算出した。試験結果を表 I-5～I-7 に示す。 

試験条件は以下のとおりである。 
・X 線管球，電圧，電流：Cu，40kV，26mA 
・スリット系：1°－1°－0.3mm 
・走査範囲：2.00°～70.00° 
・走査速度：2.00°/min 

 
(1) イエリントン地域西部 
パイロフィライト－明ばん石の酸性変質鉱物は本地域でのみ認められる（YX05，

YX06，YX09，YX10，YX19，YX25，YX35）。これらの鉱物は，石英－カオリナイト－

セリサイトと共存する。 
カオリナイトは石英－セリサイトと共存しており，上記酸性変質と下記フィリック変質

の中間的な条件下で生成したと考えられる。カオリナイトと共存する 2 試料のセリサイ

ト（YX11 と YX27）のポリタイプは 1M であり，フィリック変質のセリサイトの 2M と

異なる。 
石英－セリサイトのフィリックな変質が多く認められる（YX01，YX07，YX17，

YX29 など）。フィリック変質のセリサイトのポリタイプは 2M である。セリサイトはス

メクタイト－カリ長石－アルバイトと共存する。 
緑泥石－セリサイト－スメクタイト（－方解石－アルバイト－緑れん石）のプロピリテ

ィックな変質が認められる（YX15，YX21，YX30，YX33 など）。 
 
(2) イエリントン地域東部 
石英－セリサイトのフィリックな変質が認められる（YX36，YX38，YX44 など）。フ

ィリック変質のセリサイトのポリタイプは 2M である。セリサイトはカオリナイト－ス

メクタイト－鉄明ばん石と共存する。 
緑泥石－セリサイト－スメクタイト（－方解石－アルバイト－緑れん石）のプロピリテ

ィックな変質が認められる（YX15，YX21，YX30，YX33 など）。 
スカルン変質には，ざくろ石主体のざくろ石－角閃石－方解石（－スメクタイト－緑れ

ん石）と緑れん石主体の緑れん石－アクチノ閃石－緑泥石－方解石（－スメクタイト）が

認められる。前者は YX47，YX55，YX59 など，後者は YX46，YX50，YX53 などであ

る。ドロマイトが YX80 で認められた。 
 
(3) サンタリタ地域 
溶脱帯の試料（SX01，SX02，SX07，SX08，SX26，SX27）は，赤鉄鉱，針鉄鉱また
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は鉄明ばん石を含み，石英－カオリナイト－スメクタイト－セリサイトと共存する。 
石英－セリサイトのフィリック変質が認められる（SX04，SX14，SX20，SX28 など）。

フィリック変質のセリサイトのポリタイプは 2M である。セリサイトは一部で（SX02，
SX04 など）カオリナイトと共存する。 
角閃石－アクチノ閃石（－ざくろ石）と緑れん石－緑泥石の組合せのスカルン変質が認

められる。前者は SX07，SX12 など，後者は SX06，SX11，SX22 などで，両者は共存

することがある。SX17 はスカルンの試料であるが，セリサイトを多く含み，このポリタ

イプは 1M である。 
石灰岩類の試料（SX15，SX16，SX18，SX21）は，スカルン変質～プロピリティック

変質の鉱物（角閃石，緑れん石，緑泥石）を伴うことがある。 
磁鉄鉱（SX06），菱亜鉛鉱（SX09），黄鉄鉱（SX28）の鉱石鉱物も検出された。 
 

I-7-3. 室内試験結果とスペクトル解析結果の比較 
室内試験結果，スペクトル測定結果および Hyperion データ解析結果を相互に比較検証

する際に留意すべき点は以下のとおりである。 
・スペクトル測定および Hyperion データ解析では一般に 1・2 種類の鉱物しか同定で

きないが，X 線回折試験および顕微鏡観察では多種類の鉱物が把握される。 
・スペクトル測定および Hyperion データ解析では，もともとスペクトル吸収の弱い鉱

物やスペクトルの吸収が重なる鉱物は抽出されないことが多い。 
・測定対象となる面積や体積が大きく異なる。Hyperion データ解析では 30m×30m
の面積，顕微鏡観察では 2cm×3cm の面積，スペクトル測定では 1mm 四方以下の

面積，X 線回折試験では数 10～100cm3程度の体積である。したがって，試験試料に

よって鉱物の混在度が異なり，同定される鉱物が異なることもありうる。 
 
室内試験結果，スペクトル測定結果，Hyperion データ解析結果は調和的である。室内

試験結果とスペクトル測定結果は Hyperion データ解析結果の検証だけではなく，最終的

なデータ解析およびマッピングの際に参考とした。 
各結果を比較した結果は以下のとおりである。 

(1) X 線回折試験結果－スペクトル測定結果 
一般にスペクトル測定で抽出された鉱物は X 線回折試験で同定されており，整合性

は非常に高い。両者の結果が明らかに異なる試料は，サンタリタ地域の S12 と S30 だ

けである。前者はスカルン帯の鉱石試料，後者はオープンピット内のスカルン変質試料

であり，共に試料の不均質が原因と考えられる。 
(2) 岩石薄片観察結果－スペクトル測定結果 

一般にスペクトル測定で抽出された鉱物は岩石薄片観察で同定されており，整合性は

非常に高い。両者の結果が明らかに異なる試料は認められない。 
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(3) 室内試験－Hyperion データ解析 
室内試験で検出された鉱物と Hyperion データ解析で抽出された鉱物は，Y04，Y41，

Y48，Y55，Y56，S18 を除き整合的である。 
Y04，Y41，Y48 では，Hyperion データで緑泥石が抽出されたが，室内試験では緑

れん石が主体となっていた。Y55 では Hyperion の緑泥石が室内試験でざくろ石である

こと，Y56 では Hyperion の緑れん石が室内試験でアクチノ閃石であること，S18 では

Hyperion のセリサイトが室内試験でスメクタイトであることがそれぞれ確認された。 
このような緑泥石，緑れん石，アクチノ閃石の誤認識は，Hyperion データの 2284

～2375nm においてノイズが多く，プロピリティック変質およびスカルン変質の鉱物

に対する抽出の精度がやや悪くなっていることを表す。セリサイト－スメクタイトの誤

認識は，Hyperion データの 1951～2082nm が不良データであり，スメクタイトの同

定が困難で，端成分として抽出されていないことが原因である。 
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I-8. 評価・検討 
 
(1) 変質帯抽出の解析手法 
ハイパースペクトルデータに対する変質鉱物の抽出手法としては，すでに確立された手

法が存在しており，専用のソフトウエアを使用することで一定の成果が得られるようにな

っている（I-5-2.(4)）。さらに，対象地域や変質帯の特性を十分に把握して，適正な解析

前処理を行い，注意深く解析することで，解析結果の精度が向上し，得られる成果も増加

する。 
本研究で使用した Hyperion データにはデータの質の点で多少の問題があったため，解

析前処理において次のような工夫をした（詳細は I-5-2.項）。 
・不良データを識別して，同データを解析から除外した。 
・データ処理結果やデータ統計値からノイズに富むピクセルをマスク処理した。 
・対象鉱物により解析データ範囲を変えた。 
以上の処理で作成されたデータに対して，スペクトルの吸収深さを計算したマッピング

（I-5-2.(3)，I-5-2.(5)）およびスペクトル解析により抽出した端成分鉱物のスペクトルパ

タンを教師とした SAM 分類法によるマッピング（I-5-2.(4)，I-5-2.(5)）を行った（図 I-
3）。 
 
(2) マッピング精度の評価 

Hyperion データ解析により抽出された変質鉱物の種類および変質鉱物マッピングの結

果を現地検証調査，スペクトル測定および室内試験結果から評価した場合，高い精度で抽

出されマッピングされたといえる。 
鉱物抽出の精度に一番悪影響を及ぼしたのは，Hyperion データの持つノイズである。

特に，2284～2395nm のノイズはプロピリティック変質およびスカルン変質の鉱物抽出

に影響を与えた。図 I-9 はサンタリタ地域データの統計的なスペクトルパタンであるが，

同波長域の平均値スペクトルにバンド毎の山谷の繰り返しが認められる。このようなノイ

ズに影響されて，2300～2300nm に吸収をもつ鉱物の抽出精度およびマッピング精度が，

2150～2200nm に吸収をもつ鉱物に比べて低下した。 
また，同一波長域にスペクトル吸収を持つ鉱物が混在するピクセルでは，鉱物抽出の精

度が悪くなっている。例えば，イエリントン地域東部におけるプロピリティック～スカル

ン変質の緑れん石－緑泥石－方解石，イエリントン地域西部におけるフィリック変質のパ

イロフィライト－明ばん石－カオリナイトの鉱物組合せである。 
一般に，単一鉱物がピクセルの大半を占める場合，また，異なる波長域にスペクトル吸

収を持つ鉱物が単純に混在する場合は鉱物抽出の精度は非常に高くなる。鉱物の混在程度

は変質強度と変質タイプに依存する。一般に，変質強度が強くなると鉱物構成がより単純

になる。変質タイプでは，プロピリティック変質やスカルン変質よりもフィリック変質，
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酸性変質および溶脱変質の方が鉱物構成が単純である。しかしながら，鉱物の混在は基本

的にはピクセル分解能に大きく支配されている。 
マッピングの精度では，ノイズを軽減した上で，適正なシキイ値を設定することで精度

を向上することが可能である。本研究では，ヒストグラムの変曲点等の統計学的な見地に

従い地域別かつ鉱物別にシキイ値を設定してマッピングした。その際，マッピングされた

代表的な地点（ピクセル）のスペクトルパタンを検討し，現地検証調査や室内試験結果も

参考としてマッピング結果の良否を判断して，シキイ値を変更するという試行錯誤を行い，

最終的な鉱物分布図を作成した。ただし，プロピリティック変質およびスカルン変質の鉱

物については，ノイズの影響が強く誤認識が確認されたため，より厳格な側にシキイ値を

設定しており，見かけ上は鉱物の分布範囲が狭くなっている。 
 
(3) 超多バンド光学センサーデータの長短所 

ASTER データ解析結果と Hyperion データ解析結果を比較することで，超多バンド光

学センサーデータの長短所は以下のようにまとめられる。 
1) 長所 
・スペクトル吸収を有する鉱物を同定し，その分布を把握することができる。 
・組成変化がスペクトル吸収に現れる鉱物の場合，その変化を把握することができる。 
・変質分帯が可能となり，鉱床探査に有効である。 

2) 短所 
・熱赤外域のデータがないため，同域にスペクトル吸収がある鉱物を抽出することが

できない。 
・超多バンドデータのため，ノイズの影響が出やすい。 

また，超多バンドデータが長所と短所の両面性をもつ点として，採用するデータ解析手

法や解析者の判断によって，よい結果が得られることもあれば悪い結果となることもある

ということが挙げられる。一般に，半自動的な解析では良い解析結果は得られない。すな

わち，適切な解析前処理と解析手法を採用して，解析操作の試行錯誤を重ねることによっ

て，より高い精度の良質な成果をあげることが可能となる。 
 
(4) 地質学的な解釈の方法 
超多バンド光学センサーデータ解析から変質鉱物の分布が把握されることで，様々な地

質学的解釈が可能となる。 
変質帯の分布と非変質の部分が明らかになることで，地層分布や地質史の解釈に役立つ。

すなわち，特定の時代の地層や特定の岩相の地層が変質を受けている場合，変質分布が地

層分布を表し，変質時代の推定が可能となる。 
変質鉱物の分布が明らかになることで，さらに細かい岩相分布の解釈に役立つ。変質鉱

物の種類が異なることが，母岩となる岩石種類の相違を表すこともある。例えば，マフィ
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ックな火成岩では緑泥石や緑れん石などが生成しやすく，フェルシックな火成岩ではセリ

サイトやカオリナイトが生成しやすくなる傾向がある。 
変質分帯が明らかになることで，地質構造の解釈に役立つ。変質鉱物の累帯配列が鉱物

生成時の温度構造を表しているため，変質帯の中心には関連火成岩や熱水通路の存在が推

定される。このような場所が断層，断裂，構造的弱線を表し，変質帯の形状が地質構造を

反映していることが予想される。 
地質・地質構造に基づき変質帯情報（タイプ，形状，分帯など）を総合的に判断するこ

とで，鉱床探査ターゲットの絞込みが可能となる。 
 
(5) 金属鉱床探査における優位性 
金属鉱床地帯の鉱化変質において，超多バンド光学センサーデータ解析から変質鉱物の

種類とその分布が把握されることは，鉱化変質のタイプとその中心が判明することであり，

鉱床探査に非常に有効である。解析結果に要求されるのは変質鉱物の種類と分帯であり，

これは超多バンド光学センサーデータの解析でしか得られない情報であり，多バンドデー

タやマイクロ波センサーに比べて優位な点である。 
超多バンド光学センサーデータの限界は，センサー種類によって異なり，観測波長帯・

分解能・バンド幅などに左右される。一般的には，観測波長帯が広く，分解能が高く，バ

ンド幅が狭い方がより高精度で多くの鉱物を認識することが可能である。いずれにしても，

ピクセル範囲内に存在するすべての鉱物を認識できるわけではないので，ミキシングによ

る鉱物同定には限界がある。また，スペクトル吸収が重複する鉱物の識別にも，限界はあ

る。 
 
(6) 斑岩銅鉱床と浅熱水性鉱床探査への利便性 
斑岩銅鉱床は比較的広い変質帯をもち，普遍的な変質分帯を形成することが良く知られ

ており，地質背景や鉱床形状が単純で，鉱床規模が大きい。したがって，超多バンド光学

センサーデータを利用して変質分帯を明らかにすることは鉱床探査に直結する。また，こ

れまでに多くの大規模な鉱床が開発されていることから，豊富な既存資料があり，データ

解析に有効な情報となる。 
浅熱水性鉱床も比較的広い変質帯をもち，変質分帯を形成することが多いため，超多バ

ンド光学センサーデータの利用価値は高い。ただし，斑岩銅鉱床に比べると，地質は複雑

で鉱床の形状は脈状であることが多いことに留意する必要がある。 
 
(7) 今後の課題と問題点 
超多バンド光学センサーデータの解析では，一般に鉱物抽出の精度は高いといえるが，

鉱物組合せによっては精度が低下して現地情報や既存資料の裏付けが必要となることもあ

る。また，超多バンドデータ解析の経験および地質・鉱物・鉱床の知識が揃うことで，効
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率的で高精度の解析結果を挙げることが可能である。 
鉱物資源探査において超多バンド光学センサーデータが非常に有効であることは明白で

ある。今後は，解析対象とする鉱床タイプや変質鉱物の種類を増やすためのケーススタデ

ィを積み重ねていくことが必要と考えられる。 
問題点としては，観測範囲（刈り幅）－分解能－データ品質－コストのバランスが挙げ

られる。 
Hyperion 衛星データの分解能は約 30m，AVIRIS 航空機高高度データの分解能は約

20m，HyMap 航空機データの分解能は約 10～2m であり，この順でデータ品質は高くな

り，データ入手コストは飛躍的に高くなる。また，この 3 種類のセンサーは熱赤外域セ

ンサーを持っていないため，スペクトル吸収が熱赤外域にある鉱物を抽出することは不可

能である。一般に，分解能が高く品質が高ければ鉱物抽出の精度が高くなるため，詳細な

マッピングを得るにはより高いコストが必要となる。実際には，調査の段階やデータ解析

成果の質を考慮して超多バンド光学センサーデータの利用を図ることになるが，ASTER
や LANDSAT の衛星多バンドデータように気軽に利用する段階ではないのが現状であろ

う。 
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I-9. 結論 
 
(1) 成果 

Hyperion データのスペクトル解析の結果，鉱床種類別に特徴的な変質鉱物が抽出され

た。斑岩銅鉱床地帯において溶脱帯，フィリック変質帯およびプロピリティック変質帯に

相当する，カオリナイト，鉄明ばん石，赤鉄鉱，セリサイト，緑泥石および緑れん石が抽

出された。斑岩銅鉱床に付随するスカルン鉱床地帯において緑泥石，緑れん石，ドロマイ

トおよびアクチノ閃石が抽出された。浅熱水性鉱床地帯において酸性変質帯およびフィリ

ック変質帯に相当する，パイロフィライト，明ばん石およびセリサイトが抽出された。こ

の結果は現地調査，採取試料のスペクトル測定および室内試験（Ｘ線回折試験，岩石顕微

鏡観察）で確認され検証された。 
これらの変質鉱物の分布状況に基づき，変質鉱物の生成条件や地質的背景を考慮するこ

と（地質学的な解釈）によって，鉱物資源探査に資する以下のような情報が得られる。イ

エリントン地域西部の浅熱水性の酸性変質帯周辺では，変質中心から外側に向かい熱水の

温度低下および組成変化（酸性から中性へ）を示唆する，パイロフィライト－明ばん石－

Al 型セリサイト－Mg-Fe 型セリサイト－緑泥石という累帯配列が認められた。イエリン

トン地域東部では，緑れん石－緑泥石－ドロマイト－アクチノ閃石というスカルン変質鉱

物分布はスカルン鉱床を胚胎する地層分布と一致する。サンタリタ鉱山のオープンピット

では，鉱床母岩と変質タイプの違いを示唆する鉱物分布が認められた。 
以上のことから，超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別は，重要な地質学

的情報を提供する手段であり，鉱物資源探査における探査ターゲットの絞込みなどにおい

て非常に有益であることが判明した。 
 
本研究の成果である解析手法（I-5-2.および I-5-3.項，図 I-3）は，本研究で使用したノ

イズの多い衛星 Hyperion データに対応するためのものであり，Hyperion データ解析の

ひとつの対処法を提案したものである。ただし，ノイズが少ないデータであれば過剰な解

析手法となってしまう。実際に，平成 15 年度の AVIRIS データ解析では，教師スペクト

ルデータの選び方に工夫はしたものの，解析手法は超多バンドデータに通常に適用される

一連の手法を使用して，良好な結果が得られている。 
イエリントン地域において Hyperion データと AVIRIS データの解析結果を比較した結

果，両データの変質鉱物マッピング結果が整合的であることが確認され，ノイズ量および

分解能から AVIRIS データの優越性が認められた。サンタリタ地域とイエリントン地域

において Hyperion データの変質鉱物マッピング結果と ASTER データの比演算処理画像

を比較した結果，両データの類似性が確認され，ASTER データが変質鉱物分布の識別に

おいて高い能力を有することが確認された。 
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(2) 今後の課題等 
本研究では，超多バンド光学センサーデータ（Hyperion データ）を利用して鉱化作用

に伴われる変質帯の鉱物学的な情報を抽出し，総合検討により鉱物資源探査に有益な情報

を取得する一例を示した。研究地域には，異なるタイプの鉱床が存在し，多様な鉱物が分

布しており，上述のように超多バンドデータの有効性が認識される成果が得られた。しか

し，Hyperion データは衛星データのため，大気の影響を強く受け全般にノイズが多く，

30m の分解能からも鉱物識別精度が一部で低下する現象も認められた。 
超多バンド光学センサーデータは資源探査の概査から精査まで幅広く利用可能であるが，

探査段階と目的によって要求されるデータの地表分解能や品質が異なってくる。本研究で

使用した衛星 Hyperion データは，地表分解能とノイズ量から，やや進んだ概査段階から

精査の前段階での利用に適しており，探査ターゲットの絞込みに十分有効であると考えら

れる。より高精度な変質鉱物マッピングを目的とする場合，あるいは精査段階での利用と

する場合，高空間分解能データ（現状では航空機データの 10m 以下）が必要である。ま

た，鉱床タイプによっては珪酸塩鉱物（スカルン等で産出）を識別する必要性があるため，

熱赤外域を含む観測波長域の広い超多バンドデータが必要となる。 
超多バンド光学センサーデータのスペクトル解析手法はほぼ確立されているが，すべて

のデータに対して半自動的な解析によって高い成果が得られるわけではない。対象地域の

地形，地質，鉱床などの特徴を把握した上で，試行錯誤によって初めて良い解析結果が得

られるといっても過言ではない。ある程度の現地情報（地質情報や既存文献など）がない

とスペクトル解析や鉱物マッピングの際に錯誤を生じることがある。超多バンド光学セン

サーデータを適切に解析して，探査上有効な地質学的情報を得るためには，スペクトル解

析の経験，地質，鉱物，鉱床，変質などに関する様々な知識も必要不可欠である。 
以上のような観点から，衛星超多バンド光学センサーの鉱物資源探査への実用を考える

と，地表分解能の違いによる変質および鉱化帯の識別能力の検討および他のタイプの鉱化

変質が存在する地域におけるケーススタディを多く積み重ねる必要がある。 
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Titley and Hicks (1966), Figure 1. 
Colorado Plateau and Basin and 
Range faults in the southern half 
of the western United States. 
From Gilluly (21, fig. 18). 
 
Porphyry copper deposits: 
1. Chino (Santa Rita) 
2. Tyrone 
3. Morenci 
4. Bisbee 
5.Cananea 
6.Miami-Inspiration 
7. Ray 
8. San Manuel 
9. Silver Bell 
10. Pima and Mission 
11. Esperanza 
12. Bagdad 
13. Ajo 
14. Bingham Canyon 
15. Ely 
16. Yerington 図 I-1 研究対象地域 

Fig.I-1 Study area 

Basin and Range index map 
by Geologic Provinces of the 
United States: Basin and Range 
Province in USGS Web site 

図 I-2 Basin and Range 地形区 
Fig.I-2 Basin and Range Province 

イエリントン地域 

サンタリタ地域 
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図 I-3 業務フローチャート 

Fig.I-3 Flow chart of the study 

Hyperion データ

イエリントン地域西部 イエリントン地域東部 サンタリタ地域

VNIR データ SWIR データ

457～905nm 2113～2244nm 2274～2375nm 2094～2345nm

解析前処理
 ・大気補正　ENVI-FLAASH
 ・解析範囲の切り出し（鉱床，変質帯を対象）
 ・解析対象バンドの切り出し（426～2395nm）
 ・不良データバンドの識別
 ・不良ラインデータのマスク
 ・植生のマスク

ハイパースペクトルデータ解析
 ・MNF変換
 ・PPI 解析
 ・多次元相関図解析
 ・スペクトル解析（USGSスペクトルライブラリ利用）
 ・端成分鉱物の決定
 ・端成分鉱物ピクセルの抽出

ノイズピクセルのマスク
（MNF変換結果やバンド統計値を利用）

セリサイト組成変化の解析
 ・連続体除去処理
 ・4箇所の吸収位置（2193，
   2203，2231，2224nm）
   で吸収深さの計算
 ・計算値の高いものを抽出
＊低波長側：Al型
＊高波長側：Mg-Fe型

抽出された鉱物のピクセルを教師とした
SAM 分類法による鉱物マッピング

赤鉄鉱，針鉄鉱，
鉄明ばん石

パイロフィライト，
明ばん石，
カオリナイト

緑泥石，緑れん石，
方解石，ドロマイト，

アクチノ閃石

セリサイト
（Al型～Mg-Fe型）

鉱物分布図

比較　イエリントン地域
　　　　・平成15年度AVIRISデータ解析結果
　　　　・ASTERデータ解析結果
　　　　サンタリタ地域
　　　　・ASTERデータ解析結果

現地調査   ・検証踏査
                ・試料採取
                ・スペクトル測定
室内試験   ・Ｘ線回折試験
                ・岩石薄片観察
スペクトル測定データの解析
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図 I-4 イエリントン地域 
Fig.I-4 Yerington Area 
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図 I-5 サンタリタ地域 
Fig.I-5 Santa Rita Area 
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図 I-6 イエリントン地域周辺の地質図 
Fig.I-6 Regional geologic map around the Yerington Area 

凡 例 

図I-4の範囲 

図 I-7 サンタリタ地域周辺の地質図 
Fig.I-7 Regional geologic map around the Santa Rita Area 

図 I-5 の範囲
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図 I-8 データノイズの種類 
Fig.I-8 Kind of data noise 

図 I-9 スペクトルデータの統計値 
Fig.I-9 Statisitics of spectral data 

イエリントン地域西部の例 
 
左図は Band 160（2244nm） 
データが欠損するライン（右
側の黒い線）が存在する。 
 
右図は Band 175（2395nm） 
全体にざらつきの多いノイズ
に富むバンドである。 

サンタリタ地域の例 
赤：最大値，桃：平均値＋標準偏差，黒：平均値，水：平均値－標準偏差，青：最小値 
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図 I-10 データ解析範囲 
Fig.I-10 Data range for analysis 

図 I-11 セリサイト組成変化 
Fig.I-11 Compositional change of sericite 

セリサイト組成変化（ser1，ser2，ser3，ser4） 

の端成分スペクトルパタン 
同左パタンのスタック表示 

吸収深さの計算の使用バンド 
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図 I-12 フォールスカラー画像および地形図（イエリントン地域西部） 
Fig.I-12 False color image and topographic map (West Yerington Area) 

R G B 

R : Band40

(823nm) 

G : Band20

(620nm) 

B : Band10

(518nm) 
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短波長赤外域データの MNF 解析 

RGB=MNF-Band2, MNF-Band3, MNF-Band4 

図 I-13 MNF 変換画像および地質図（イエリントン地域西部） 
Fig.I-13 Composite image of MNF bands and geologic map (West Yerington Area) 

地質図凡例 
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図 I-14 鉱物分布図と教師スペクトルパタン（イエリントン地域西部） 
Fig.I-14 Mineral mapping result and teacher spectral patterns (West Yerington Area) 

R G B 
R : Band50 (0.8269µm) 
G : Band20 (0.5567µm) 
B : Band10 (0.4579µm) 共通凡例 

赤 ：パイロフィライト 

桃 ：明ばん石 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

橙 ：針鉄鉱 

図 I-16 の範囲
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図 I-15 組成区分セリサイトの分布図（イエリントン地域西部） 
Fig.I-15 Distribution map of sericite type (West Yerington Area) 

各区分において吸収の深さが大きいほど 
それぞれの色が濃くなるような表現とした。 
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図 I-16 変質分帯（イエリントン地域西部） 
Fig.I-16 Alteration zoning (West Yerington Area) 



I－ 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 I-17 フォールスカラー画像および地形図（イエリントン地域東部） 
Fig.I-17 False color image and topographic map (East Yerington Area) 

R G B 

R : Band40 (823nm) 

G : Band20 (620nm) 

B : Band10 (518nm) 
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短波長赤外域データの MNF 解析 

RGB=MNF-Band2, MNF-Band3, MNF-Band4 

図 I-18 MNF 変換画像および地質図（イエリントン地域東部） 
Fig.I-18 Composite image of MNF bands and geologic map (East Yerington Area) 

地質図凡例 
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図 I-19 鉱物分布図と教師スペクトルパタン（イエリントン地域東部） 
Fig.I-19 Mineral mapping result and teacher spectral patterns (East Yerington Area) 

共通凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

黄緑：Mg緑泥石 

紫 ：アクチノ閃石 

黄土：ドロマイト 

黄 ：方解石 

茶 ：鉄明ばん石 
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凡 例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

黄緑：Mg緑泥石 

紫 ：アクチノ閃石 

黄土：ドロマイト 

黄 ：方解石 

図 I-20 鉱物分布と地質の関係 
Fig.I-20 Relation between mineral distribution and geology (East Yerington Area) 
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図 I-21 フォールスカラー画像および地形図（サンタリタ地域） 
Fig.I-21 False color image and topographic map (Santa Rita Area) 

R G B 

R : Band40 (823nm) 

G : Band20 (620nm) 

B : Band10 (518nm) 

コンチネンタル鉱山 
オープンピット 

サンタリタ鉱山 
オープンピット 
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図 I-22 地質図（サンタリタ地域） 
Fig.I-22 Geologic map (Santa Rita Area) 

図 I-21 範囲 

サンタリタ岩株

Hanover Fierro 岩株
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短波長赤外域データの MNF 解析 

RGB=MNF-Band2, MNF-Band3, MNF-Band4 

図 I-23 MNF 変換画像および鉱物分布図（サンタリタ地域） 
Fig.I-23 Composite image of MNF bands and mineral mapping result (Santa Rita Area) 

凡 例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 深緑：緑れん石 

緑青：セリサイト     ：ser2 黄緑：Mg緑泥石 

水 ：セリサイト     ：ser3 赤茶：赤鉄鉱 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 灰茶：鉄明ばん石 

橙 ：カオリナイト 
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図 I-24 鉱物分布図と教師スペクトルパタン（サンタリタ地域） 
Fig.I-24 Mineral mapping result and teacher spectral patterns (Santa Rita Area) 

共通凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

橙 ：カオリナイト 

深緑：緑れん石 

黄緑：Mg緑泥石 

赤茶：赤鉄鉱 

灰茶：鉄明ばん石 

コンチネンタル鉱山 

オープンピット 

サンタリタ鉱山

オープンピット 

プロピリティック変質 

スカルン変質 

酸性変質

溶脱帯 

酸化鉄鉱物＋カオリナイト
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図 I-25 鉱山オープンピットと鉱物分布図（サンタリタ地域） 
Fig.I-25 Open-pit and mineral mapping result (Santa Rita Area) 

注：写真に合わせるために図の上下（南北）が逆になっている 
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図 I-26 ASTER フォールスカラー画像（イエリントン地域西部） 
Fig.I-26 False color images of ASTER (West Yerington Area) 

RGB=Band3, Band2, Band1 RGB=Band4, Band6, Band8 

画像範囲は図 I-17 右上および図 I-14 などと同じ 
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図 I-27 ASTER 比演算画像および PCA 処理画像（イエリントン地域西部） 
Fig.I-27 Composite images of band ratio and PCA result (West Yerington Area) 

RGB= Band4/band6, Band5/Band6, Band5/Band8 R : PCA1457-band4, 

G : PCA1356-band4,  

B : PCA1358-band4 
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図 I-28 ASTER フォールスカラー画像
（イエリントン地域東部） 

Fig.I-28 False color images of ASTER 
(East Yerington Area) 

RGB=Band3, Band2, Band1 

RGB=Band4, Band6, Band8 
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図 I-29 ASTER 比演算画像 
および PCA 処理画像 

（イエリントン地域東部） 
Fig.I-29 Composite images of  

band ratio and PCA result  
(East Yerington Area) 

RGB= Band4/band6, Band5/Band6, Band5/Band8

R : PCA1457-band4, 

G : PCA1356-band4, 

B : PCA1358-band4 
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図 I-30 ASTER フォールスカラー画像（サンタリタ地域） 
Fig.I-30 False color image of ASTER (Santa Rita Area) 

RGB=Band3, Band2, Band1 RGB=Band4, Band6, Band8 
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図 I-31 ASTER 比演算画像および PCA 処理画像（サンタリタ地域） 
Fig.I-31 Composite images of band ratio and PCA result (Santa Rita Area) 

RGB= Band4/band6, Band5/Band6, Band5/Band8 R : PCA1457-band4, 

G : PCA1356-band4,  

B : PCA1358-band4 
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図 I-32 総括図（イエリントン地域西部） 
Fig.I-32 Summarized map (West Yerington Area) 

凡例 

赤 ：パイロフィライト

桃 ：明ばん石 

青 ：セリサイト 

ser1 

緑青：セリサイト 

ser2 

水 ：セリサイト 

ser3 

薄桃：セリサイト 

ser4 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

橙 ：針鉄鉱 
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図 I-33 Hyperion データと AVIRIS データの解析結果比較（イエリントン地域西部） 
Fig.I-33 Comparison of analytical results between Hyperion data and AVIRIS data 

(West Yerington Area) 

Hyperion データ解析結果 AVIRIS データ解析結果

共通凡例 

赤 ：パイロフィライト 

桃 ：明ばん石 

青 ：セリサイトAl型 

（ser1） 

緑青：セリサイト 

（ser2） 

水 ：セリサイト 

（ser3） 

薄桃：セリサイトFeMg型 

（ser4） 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

橙 ：針鉄鉱(Hyperion) 

カオリナイト(AVIRIS)

Hyperion データ AVIRIS データ



I－ 70 

 
 
 
 
 

図 I-34 教師ピクセルのスペクトルパタン（イエリントン地域西部） 
Fig.I-34 Spectral patterns of pixels supervised (West Yerington Area) 

図 I-35 教師ピクセルの位置（イエリントン地域西部） 
Fig.I-35 Location of pixels supervised (West Yerington Area) 

共通凡例 

赤 ：パイロフィライト 

桃 ：明ばん石 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

橙 ：針鉄鉱 
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図 I-36 総括図（イエリントン地域東部） 
Fig.I-36 Summarized map (East Yerington Area) 

凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

黄緑：Mg緑泥石 

紫 ：アクチノ閃石 

黄土：ドロマイト 

黄 ：方解石 

地層境界 

 

斑岩岩脈 

休止鉱山 
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図 I-37 Hyperion データと 
AVIRIS データ 

の解析結果比較 
（イエリントン地域東部） 

Fig.I-37 Comparison of analytical results 
between Hyperion data 

and AVIRIS data 
(East Yerington Area) 

共通凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

黄緑：Mg緑泥石 

紫 ：アクチノ閃石 

黄土：ドロマイト 

黄 ：方解石 

Hyperion データ解析結果 

AVIRIS データ解析結果 

Hyperion データ 

AVIRIS データ
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図 I-38 教師ピクセルのスペクトルパタン（イエリントン地域東部） 
Fig.I-38 Spectral patterns of pixels supervised (East Yerington Area) 

図 I-39 教師ピクセルの位置（イエリントン地域東部） 
Fig.I-39 Location of pixels supervised (East Yerington Area) 

共通凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4

深緑：緑れん石 

緑 ：緑泥石 

黄緑：Mg緑泥石 

紫 ：アクチノ閃石 

黄土：ドロマイト 

黄 ：方解石 
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図 I-40 総括図（サンタリタ地域） 
Fig.I-40 Summarized map (Santa Rita Area) 

凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

橙 ：カオリナイト 

深緑：緑れん石 

黄緑：Mg緑泥石 

赤茶：赤鉄鉱 

灰茶：鉄明ばん石 

 

○：スカルン鉱床 
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図 I-41 Hyperion データと ASTER データの解析結果比較（サンタリタ地域） 
Fig.I-41 Comparison of analytical results between Hyperion data and ASTER data 

(Santa Rita Area) 

Hyperion データ解析結果 

変質鉱物分布図（凡例は図 40 参照） 
ASTER フォールスカラー画像 

RGB=Band3, Band2, Band1 

ASTER 対数残差処理画像 

RGB=Band4, Band6, Band8 

ASTER 比演算処理処理画像 

RGB=Band4/6, Band5/6, Band5/8 
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図 I-42 教師ピクセルのスペクトルパタン（サンタリタ地域） 
Fig.I-42 Spectral patterns of pixels supervised (Santa Rita Area) 

図 I-43 教師ピクセルの位置（サンタリタ地域） 
Fig.I-43 Location of pixels supervised (Santa Rita Area) 

共通凡例 

青 ：セリサイトAl型：ser1 

緑青：セリサイト     ：ser2 

水 ：セリサイト     ：ser3 

薄桃：セリサイトFeMg型：ser4 

橙 ：カオリナイト 

深緑：緑れん石 

黄緑：Mg緑泥石 

赤茶：赤鉄鉱 

灰茶：鉄明ばん石 
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図 I-44 室内試験試料採取位置図
Fig.I-44 Sample location map of 

laboratory test 

左上：イエリントン地域西部 
右上：イエリントン地域東部 
右下：サンタリタ地域 
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図 I-45 スペクトル測定結果（1/9） 
Fig.I-45 Spectral patterns of rock samples (1/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

sericite sericite 

smectite (epidote, sericite) 

pyrophyllite alunite 

sericite 

hematite 

sericite 

kaolinite pyrophyllite
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図 I-46 スペクトル測定結果（2/9） 
Fig.I-46 Spectral patterns of rock samples (2/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

sericite 

kaolinite 

goethite 

sericite smectite 

sericite 

goethite 

seircite 

goethite 

sericite 

goethite 

chlorite 

sericite 

sericite 

goethite 

 

sericite 

sericite 

pyrophyllite 

sericite 

jarosite 
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図 I-47 スペクトル測定結果（3/9） 
Fig.I-47 Spectral patterns of rock samples (3/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

chlorite 

epidote 

sericite 

sericite sericite 

goethite 

pyrophyllite 

hematite 

smectite 

sericite 

sericite 

chlorite 

sericite 

chlorite 

 

sericite 

sericite 
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図 I-48 スペクトル測定結果（4/9） 
Fig.I-48 Spectral patterns of rock samples (4/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

chlorite 

sericite 

sericite 

chlorite 

sericite 

 

smectite 

chlorite 

alunite smectite 

goethite 

jarosite 

smectite 

sericite 

kaolinite 

hematite 

sericite 

sericite 

jarosite 
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図 I-49 スペクトル測定結果（5/9） 
Fig.I-49 Spectral patterns of rock samples (5/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

epidote 

smectite 

hematite 

epidote 

sericite 

jarosite 

sericite 

jarosite 

 

calcite 

chlorite 

calcite 

smectite 

epidote 

actinolite 

epidote 
sericite 
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図 I-50 スペクトル測定結果（6/9） 
Fig.I-50 Spectral patterns of rock samples (6/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

epidote 

epidote 

smectite 

actinolite 

 

epidote 

actinolite 

smectite 

actinolite 

smectite 

andradite 

garnet actinolite 

garnet 

actinolite 

garnet dolomite 
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図 I-51 スペクトル測定結果（7/9） 
Fig.I-51 Spectral patterns of rock samples (7/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

sericite 

hematite 

sericite 

smectite 

jarosite 

sericite sericite 

chlorite smectite 

garnet? 

jarosite 

 

pyroxene 

nontronite 

goethite 

nontronite 

goethite 

sericite 

goethite 
chlorite 
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図 I-52 スペクトル測定結果（8/9） 
Fig.I-52 Spectral patterns of rock samples (8/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

epidote 

smectite 

goethite 

chlorite 

smectite 
sericite 

calcite 

sericite 

calcite 

unknown smectite 

chlorite 

sericite 

jarosite 

sericite 

jarosite 
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図 I-53 スペクトル測定結果（9/9） 
Fig.I-53 Spectral patterns of rock samples (9/9) 

図中右上数字：試料番号

F（青線）：新鮮面 

W（赤線）：風化面 

chlorite 

smectite 

 

epidote 

smectite 

 

chlorite 

smectite 

 

chlorite 

smectite 

 

goethite sericite 

smectite 

hematite 

unknown sericite 

kaolinite 

smectite 

garnet? 

smectite 

garnet? 
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図 I-54 現場写真撮影地点 
（イエリントン地域西部） 

Fig.I-54 Location map of photoｓ 
(West Yerington Area) 

写真 I-1  Photo I-1 
パイロフィライト－明ばん石変質 

酸性変質帯がひとつの地形的高まりをなす。 

写真 I-2  Photo I-2 
手前はプロピリティック変質 

左奥はセリサイト変質，右奥は酸化鉄 

写真 I-3  Photo I-3 
Y06 地点：明ばん石 

写真 I-4  Photo I-4 
Y02 地点：セリサイト（ポリタイプ 2M1） 

写真 I-1 

写真 I-2

写真 I-3 
写真 I-4
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図 I-5  Photo I-5 
スカルン変質（Y52, Y53） 

緑れん石，アクチノ閃石 

写真 I-6  Photo I-6 
Casting 鉱山 

右手前はドロマイト，左奥はスカルン変質帯 

図 I-55 現場写真撮影地点 
（イエリントン地域東部） 

Fig.I-55 Location map of photos 
(East Yerington Area) 

写真 I-8  Photo I-8 
ドロマイト西側に接するスカルン変質帯 

Y57～Y59：ざくろ石，アクチノ閃石 

写真 I-7  Photo I-7 
Y50 東方：緑れん石 

写真 I-5 

写真 I-6

写真 I-7 

写真 I-8 
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図 I-56 現場写真撮影地点 
（サンタリタ地域） 

Fig.I-56 Location map of photos
(Santa Rita Area) 

写真 I-9  Photo I-9 
オープンピット南東壁上部 

S01, S02（中央赤褐色部）：セリサイト，カオリナ

イト，鉄明ばん石，赤鉄鉱 

写真 I-10  Photo I-10 
オープンピット北東壁下底部（スカルン変質） 

S05, S30：セリサイト，緑泥石，ざくろ石(?) 

写真 I-12  Photo I-12 
オープンピット北側（溶脱帯） 

S07, S08：赤鉄鉱，針鉄鉱，スメクタイト 

写真 I-11  Photo I-11 
スカルン変質帯 

S11～S13：緑れん石，アクチノ閃石，緑泥石 

写真 I-9 

写真 I-12 

写真 I-10 

写真 I-11 
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写真 I-13 岩石薄片顕微鏡写真 
Fig.I-13 Microscopic photos of rock thin section 

番号 YT03 ：凝灰岩 番号 YT05 ：デイサイト 

Quartz－Sericite－Smectite Quartz－Chlorite－Calcite－Sericite 

変質は全体に及ぶ マフィック鉱物は Chlorite 化 

YT03 と ST01 のみクロスニコル下で撮影。 長辺は約 2.4mm。 

番号 YT09 ：石灰岩 番号 YT11 ：変火山岩 

Garnet－Quartz－Siderite Epidote－Actinolite－Sericite 

ざくろ石スカルン 緑れん石スカルン 

番号 ST01 ：花崗閃緑岩 番号 ST02 ：花崗閃緑岩 

Quartz－Sericite－Pyrite Epidote－Chlorite－Calcite－Magnetite 

強変質 スカルン 

Chlorite

Sericite 

Siderite

Chlorite

Epidote

Calcite 

Epidote

Actinolite 

Quartz

Calcite 

Garnet 

Sericite 
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表 I-1 現地検証調査総括表（イエリントン地域西部） 
Table I-1 Summary of ground truth (West Yerington Area) 

試料 場所 変質タイプ Hyperion

番号 X線 薄片 ｽﾍﾟｸﾄﾙ E (m) N (m) ／原岩 推定鉱物 X線回折試験 スペクトル測定 岩石薄片観察

Y01 YX01 YS01 295787 4317041 南東端 珪化 sericite ser2M ser2M

Y02 YX02 YS02 296047 4317214 南東端 珪化 sericite ser2M, kf ser2M

Y03 YX03 YS03 295565 4316845 南東端 フィリック sericite smc, hal, ser, ab smc, hal

Y04 YX04 YT01 YS04 295537 4316850 南東端 プロピリティック chlorite amp, ser, ab (epi, ser) epi, hb

Y05 YX05 YS05 294445 4317871 南部 酸性熱水 pyrophyllite pyp2M, kao pyp

Y06 YX06 YS06 294673 4317799 南部 酸性熱水 alunite alu, pyp alu

Y07 YX07 YS07 295125 4317943 南部 ゴッサン ser2M, kf ser1M, hem

Y08 YX08 YS08 295169 4317803 南部 フィリック sericite ser2M, kao, kf, jar ser2M

Y09 YX09 YS09 293550 4318261 南西部 酸性熱水 kao-pyp alu, kao, pyp, ser kao

Y10 YX10 YS10 294166 4318459 南部 酸性熱水 pyrophyllite pyp pyp

Y11 YX11 YS11 295033 4319702 中央西部 フィリック sericite ser1M, kao, hal, ab, jar ser, kao, goe

Y12 YX12 YS12 295035 4319197 南部 フィリック sericite ser2M ser2M, goe

Y13 YX13 YS13 295006 4318766 南部 フィリック sericite ser, smc, ab smc, ser, goe

Y14 YX14 YS14 295714 4319442 中央部 フィリック sericite ser, kf ser2M

Y15 YX15 YS15 295713 4319475 中央部 プロピリティック sericite cal, chl, ser, smc chl, ser

Y16 YX16 YS16 295443 4319267 中央部 フィリック ser+jar ser2M ser2M, goe

Y17 YX17 YS17 295952 4319091 南東部 フィリック ser+jar ser2M ser2M, goe

Y18 YX18 YS18 295930 4319050 南東部 フィリック sericite ser2M ser2M

Y19 YX19 YS19 296252 4319901 中央東部 酸性熱水 pyp+kao pyp, ser2M ser, pyp

Y20 YX20 YS20 296285 4319736 中央東部 フィリック sericite ser2M, ab, jar ser, jar

Y21 YX21 YT02 YS21 296396 4319761 中央東部 プロピリティック chlorite chl, epi, kf chl, epi epi, chl, cal

Y22 YX22 YT03 YS22 296717 4320042 中央東部 フィリック sericite ser, kao, kf serMg ser, smc

Y23 YX23 YS23 296702 4319977 中央東部 フィリック ser+jar ser2M, hal, goe ser2M, goe

Y24 YX24 YS24 296866 4320054 中央東部 フィリック sericite ser, jar, kf ser2M

Y25 YX25 YS25 296816 4319972 中央東部 ゴッサン dia, pyp, alu pyp, hem

Y26 YX26 YT04 YS26 296576 4320527 中央東部 フィリック sericite s/s(ser1M), kf smc, ser smc, kf

Y27 YX27 YS27 296556 4320434 中央東部 フィリック sericite ser1M, kao, kf ser2M

Y28 YX28 YT05 YS28 295990 4321521 北部 プロピリティック chl, ser, cal serMg, chl chl, cal ser

Y29 YX29 YS29 296043 4321570 北部 フィリック sericite ser2M ser2M

Y30 YX30 YS30 296505 4322087 北東部 フィリック sericite ser2M, chl ser, chl

Y31 YX31 YS31 296776 4322201 北東部 フィリック sericite ser2M, ab ser2M

Y32 YX32 YT06 YS32 296082 4322761 北部 プロピリティック sericite chl, ser, ab chl, ser chl, ser

Y33 YX33 YS33 296332 4322639 北部 プロピリティック sericite chl, ser, ab chl, ser

Y34 YX34 YS34 296426 4322626 北部 プロピリティック sericite chl, ser, ab smc, chl

Y35 YX35 YS35 296164 4321952 北部 酸性熱水 alunite alu alu

採取試料 UTM座標 同定された主要鉱物
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表 I-2 現地検証調査総括表（イエリントン地域東部） 
Table I-2 Summary of ground truth (East Yerington Area) 

試料 場所 変質タイプ Hyperion

番号 X線 薄片 ｽﾍﾟｸﾄﾙ E (m) N (m) ／原岩 推定鉱物 X線回折試験 スペクトル測定 岩石薄片観察

Y36 YX36 YS36 302522 4316931 北西部 フィリック sericite ser, kao ser2M, goe, jar

Y37 YX37 YS37 302497 4316867 北西部 フィリック sericite ser, smc, kf smc

Y38 YX38 YS38 302912 4317664 北西部 フィリック sericite ser2M ser2M

Y39 YX39 YT07 YS39 303201 4318082 北西部 フィリック ser+jar ser, kao, ab ser, kao, hem chl, ser, smc

Y40 YX40 YS40 303264 4317904 北西部 フィリック sericite ser, kao, ab, jar ser, jar

Y41 YX41 YS41 303700 4314623 南東部 プロピリティック chlorite epi, kf epi, smc

Y42 YX42 YS42 303807 4318203 北西部 赤鉄鉱 hem hem

Y43 YX43 YS43 307227 4317210 北東部 フィリック sericite ser, hal, ab ser(1M?), jar

Y44 YX44 YS44 307322 4317262 北東部 フィリック sericite ser2M, jar ser2M, jar

Y45 YX45 YS45 307985 4314726 南東部 プロピリティック chlorite grn, cal, epi, smc cal, chl

Y46 YX46 YT08 YS46 306989 4314341 南東部 プロピリティック epidote epi, smc, adr, cal epi epi, cpx, tit, sid

Y47 YX47 YT09 YS47 307056 4314296 南東部 プロピリティック dolomite adr, smc, cal cal, smc gar, sid

Y48 YX48 YS48 306535 4314050 南東部 プロピリティック chlorite epi, smc, cal, kf epi

Y49 YX49 YT10 YS49 305168 4314056 南部中央 フィリック sericite ser, chl, cal, kf ser(1M?) ser, kf

Y50 YX50 YT11 YS50 305195 4314908 南部中央 スカルン epidote act, epi act, epi epi, act, ser

Y51 YX51 YS51 304845 4314893 南部中央 プロピリティック calcite act, grn, smc, cal epi, act, smc

Y52 YX52 YT12 YS52 304710 4314899 南部中央 スカルン amphibole act, epi epi, smc, act cpx, epi

Y53 YX53 YS53 304710 4314899 南部中央 スカルン amphibole epi, chl, cal epi

Y54 YX54 YT13 YS54 303912 4313975 南西部 プロピリティック chlorite cal, act, grn, chl act, smc gar, cal, act, tit

Y55 YX55 YT14 YS55 303759 4313574 南西部 プロピリティック chlorite grn gar(gro) gar, epi

Y56 YX56 YS56 303775 4313541 南西部 プロピリティック epidote grn, act, cal act, gar?

Y57 YX57 YT15 YS57 303106 4313432 南西部 スカルン amphibole adr, chl adr gar, chl, tre

Y58 YX58 YS58 303106 4313432 南西部 スカルン amphibole act, grn, chl, cal act

Y59 YX59 YS59 303106 4313432 南西部 スカルン amphibole adr, grn gar(gro)

Y60 YX60 YS60 303236 4313447 南西部 スカルン dolomite dol, cal dol

採取試料 UTM座標 同定された主要鉱物
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表 I-3 現地検証調査総括表（サンタリタ地域） 
Table I-3 Summary of ground truth (Santa Rita Area) 

試料 概略場所 変質タイプ Hyperion

番号 X線 薄片 ｽﾍﾟｸﾄﾙ E (m) N (m) ／原岩 推定鉱物 X線回折試験 スペクトル測定 岩石薄片観察

S01 SX01 SS01 774682 3630470 ピット内南東 溶脱帯 sericite ser, s/s, kao, hem, goeser2M, hem

S02 SX02 SS02 774682 3630470 ピット内南東 溶脱帯 sericite ser2M, jar, kao, kf ser, smc, jar

S03 SX03 ST01 SS03 774661 3630847 ピット内 フィリック sericite ser2M, kao, py ser2M ser

S04 SX04 SS04 775062 3630751 ピット内 フィリック sericite ser2M, kf, kao ser2M

S05 SX05 SS05 774936 3632360 ピット内 後退性スカルン sericite c/s, ser smc, gar?, jar

S06 SX06 ST02 SS06 773291 3632368 ピット内 進行性スカルン chl, epi, kf, mag chl chl, epi, cal

S07 SX07 SS07 774051 3633503 ピット北部 溶脱帯 hem, grn, amp, smc px, non, goe

S08 SX08 SS08 774051 3633503 ピット北部 溶脱帯 smc, goe non, goe

S09 SX09 ST03 SS09 774051 3633503 ピット北部 プロピリティック smc, chl, epi, amp chl act, tit, chl, epi

S10 SX10 SS10 771816 3638538 北西部 フィリック sericite ser2M, kao ser2M, goe

S11 SX11 ST04 SS11 772859 3634560 北西部 スカルン epi, act, chl epi, smc epi, tre

S12 SX12 SS12 772859 3634560 北西部 鉛鉱石 act goe

S13 SX13 SS13 772859 3634560 北西部 石灰岩 chl chl, smc

S14 SX14 SS14 773622 3638938 北西部 フィリック sericite ser2M ser2M

S15 SX15 SS15 773622 3638938 北西部 石灰岩 cal cal

S16 SX16 SS16 772671 3634361 北西部 石灰岩 calcite cal cal, ser

S17 SX17 SS17 772932 3634537 北西部 磁鉄鉱スカルン ser1M, chl, epi -

S18 SX18 SS18 775392 3633776 北東部 泥岩 sericite cal, smc, hal smc, chl

S19 SX19 SS19 775747 3633527 北東部 斑岩 sericite ser2M, kf ser2M, jar

S20 SX20 SS20 775820 3633454 北東部 フィリック sericite ser2M ser2M, jar

S21 SX21 SS21 775246 3633444 北東部 石灰岩 cal, epi, chl, amp chl, smc

S22 SX22 SS22 772768 3634394 北西部 スカルン epi, chl, ser epi, smc

S23 SX23 ST05 SS23 771735 3632700 中央西部 プロピリティック chl, epi, ser, ab chl, smc epi, chl, ser

S24 SX24 SS24 770812 3630963 中央西部 プロピリティック chl chl, smc

S25 SX25 SS25 778437 3638852 中央西部 弱珪化 ser ser, smc, hem

S26 SX26 SS26 773104 3633402 北東部 溶脱帯 smc, goe goe

S27 SX27 SS27 773104 3633402 北西部 溶脱帯 dio, smc, hem non

S28 SX28 SS28 774242 3630772 ピット内 フィリック sericite ser2M, py, kao ser, kao

S29 SX29 SS29 774954 3632358 ピット内 後退性スカルン sericite smc, sid smc, gar?

S30 SX30 SS30 774955 3632358 ピット内 進行性スカルン sericite chl, ser smc, gar?

採取試料 UTM座標 同定された主要鉱物
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表 I-4 岩石薄片観察結果 
Table I-4 Result of observation for rock thin section 

地域 番号 原岩 Qｚ Pl Kf Hb Bi Cpx Act Tre Gar Ep Chl Ser Smc Cal Sid Ap Ti Rut Opq 脈鉱物

YT01 Propylitic 弱 斑岩 △ ● △ ○ ＋ △ ＋ △Ilm

YT02 Propylitic 強 斑岩 △ ◎ ◎ ○ △ △ ＋ ＋Ilm

YT03 Phyllic 弱 凝灰岩 ● ○ ○ ○

YT04 Phyllic 弱 デイサイト △ △ ○

YT05 Propylitic 弱 デイサイト ◎ ◎ ○ △ ○

YT06 Phyllic 弱 斑岩 ○ ◎ ○ ○ △Hem?

YT07 Phyllic 弱 斑岩 ◎ ◎ ○ ○ ○

YT08 Ep-skarn 強 － ○ ○ ● △ ○

YT09 Gar-skarn 強 － ○ ● ○

YT10 Phyllic 中 流紋岩 ◎ ○ ◎ ＋ ＋ ○

YT11 Ep-skarn 強 － ○ ○ ● △ ＋ △ Ep

YT12 Cpx-skarn 強 － ○ ◎ ◎ △ △ ＋ ＋Hem

YT13 Gar-skarn 強 － △ ○ ◎ ◎ ＋ △ ＋Hem Qｚ+Ab

YT14 Gar-skarn 強 － ● △ Ep

YT15 Gar-skarn 強 － ＋ ＋ △ ● ○ △ ＋Sul

ST01 Phyllic 中 斑岩 ◎ ◎ ＋ ○ Py+Fl

ST02 Propylitic 強 斑岩 ○ ○ ○ ◎ △ △Mgt Ab, Cal

ST03 Propylitic 強 － ◎ ○ ○ ◎ Ep+Chl

ST04 Ep-skarn 強 － ○ ○ ＋ ● ＋ △ Gar, Qｚ

ST05 Propylitic 中 石英斑岩 ○ ◎ ○ ○ ○ △ ＋

凡例 Qz: Quartz, Pl: Plagioclase, Kf: K-feldspar, Hb: Hornblende, Bi: Biotite, Cpx: Clinopyroxene, Act: Actinolite, Tre: Tremolite, Gar: Garnet, Ep: Epidote, Chl: Chlorite, Smc: Smectite, 

Cal: Calcite, Sid: Siderite, Ap: Apatite, Ti: Titanite, Rut: Rutile, Opq: Opaque minerals, Mgt: Magnetite, Ilm: Ilmenite, Hem: Hematite, Sul: Sulfide, Fl: Fluorite, Ab: Albite

概略の含有量 ●：>60%，　◎：60-30%，　○：30-10%，　△：10-3%，　＋：<3%
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表 I-5 X 線回折試験結果（イエリントン地域西部） 
Table I-5 Result of X-ray diffraction analysis (West Yerington Area)
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番号 Pyp Kao Hal Ser S/S Smc C/S Chl Qz Pl Kf Dio Amp Act Adr Grn Epi Mgt Py Hem Goe Rut Alu Jar Dia Cal Dol Sid Smt 備考

YX01 18 60 2M

YX02 27 60 4 2M

YX03 1 1 1 17 45 8 Ab

YX04 1 5 32 14 6 Ab

YX05 92 4 54

YX06 <1 46 33

YX07 15 53 1 2M

YX08 1 13 27 3 1 2M

YX09 3 7 2 68 13

YX10 76 47

YX11 1 1 3 16 13 5 1 1M, Ab

YX12 7 37 2M

YX13 <1 4 1 30 25 6 Ab

YX14 3 100 10

YX15 2 1 3 21 14 6

YX16 6 41 2M

YX17 18 <1 45 2M

YX18 12 49 2M

YX19 9 14 43 2M

YX20 7 21 22 1 2M

YX21 1 6 23 13 4

YX22 1 2 66 6

YX23 <1 8 48 1 2M

YX24 5 67 2 1

YX25 2 100 2 2

YX26 2 63 6 (1M)

YX27 1 3 71 2 1M

YX28 3 4 31 20 2

YX29 20 54 2M

YX30 14 5 64 2M

YX31 7 44 24 2M, Ab

YX32 4 6 26 31 6 Ab

YX33 7 6 41 23 Ab

YX34 2 4 37 37 Ab

YX35 79 1 25
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表 I-6 X 線回折試験結果（イエリントン地域東部） 
Table I-6 Result of X-ray diffraction analysis (East Yerington Area) 
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番号 Pyp Kao Hal Ser S/S Smc C/S Chl Qz Pl Kf Dio Amp Act Adr Grn Epi Mgt Py Hem Goe Rut Alu Jar Dia Cal Dol Sid Smt 備考

YX36 1 14 <1 48 9 2M

YX37 2 <1 26 25 9 2

YX38 19 73 3 2M

YX39 3 3 35 52 8 Ab

YX40 1 3 24 44 16 2 Ab

YX41 <1 <1 1 4 15 <1

YX42 49 13 13 1

YX43 <1 3 60 26 17 Ab

YX44 10 70 3 2 2M

YX45 <1 2 8 <1 12 8 12

YX46 1 1 8 9 2

YX47 1 16 13 4

YX48 3 16 4 7 3

YX49 8 1 58 22 32 2

YX50 <1 ＋ 2 21 7

YX51 2 ＋ 13 92 8 6 5 5

YX52 1 6 33 4

YX53 9 9 9 7

YX54 1 1 11 7 5 15

YX55 1 <1 28

YX56 1 1 18 2

YX57 1 <1 1 16

YX58 4 17 5 2

YX59 <1 1 1 15 15

YX60 15 100

凡例 Pyp: Pyrophyllite, Kao: Kaolinite, Hal: Halloysite, Ser: Sericite, S/S: Sericite-Smectite mixed layer, Smc: Smectite, C/S: Chlorite-Smectite mixed layer, Chl: chlorite, 

Qz: Quartz, Pl: Plagioclase, Kf: K-feldspar, Dio: Diopside, Amp: Amphibole, Act: Actinolite, Adr: Andradite, Grn: Grandite, Ep: Epidote,

Mgt: Magnetite, Py: Pyrite, Hem: Hematite, Goe: Goethite, Rut: Rutile, Alu: Alunite, Jar: Jarosite, Dia: Diaspore, Cal: Calcite, Dol: Dolomite, Sid: Siderite,  Smt: Smithsonite

2M: 2M polytype of sericte, 1M: 1M polytype of sericite, Ab: Albite
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表 I-7 X 線回折試験結果（サンタリタ地域） 
Table I-7 Result of X-ray diffraction analysis (Santa Rita Area) 
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番号 Pyp Kao Hal Ser S/S Smc C/S Chl Qz Pl Kf Dio Amp Act Adr Grn Epi Mgt Py Hem Goe Rut Alu Jar Dia Cal Dol Sid Smt 備考

SX01 1 1 1 34 3 2

SX02 1 11 35 4 5 2M

SX03 3 20 32 2 2M

SX04 1 21 47 5 2M

SX05 3 3 3 1

SX06 <1 9 3 3 5 6 2

SX07 1 <1 15 2 3 3 1

SX08 6 38 1

SX09 4 3 8 1 6 4 9.4?

SX10 3 6 <1 70 2M

SX11 <1 1 10 5 4

SX12 <1 <1 7 14

SX13 1 5 41 7 <1?

SX14 1 12 56 2M

SX15 <1 100

SX16 <1 1 100

SX17 14 1 3 18 2 1M

SX18 1 2 23 1 22

SX19 19 50 2 2M

SX20 20 59 2M

SX21 1 1 27 3 1 2 14

SX22 2 3 2 3 6

SX23 2 10 29 17 2 Ab

SX24 <1 4 17 23 7

SX25 1 100

SX26 1 14 1

SX27 2 <1? 13 1 13.4?

SX28 4 15 32 4 2M

SX29 <1 3 <1 25 3

SX30 1 10 37 28 17
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超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（南米地域）（要旨） 
 
本研究の目的は，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査に適した超多バンド光学センサー

データの解析手法及び解釈手法を検討し，上記鉱床探査への実用手法の一例を示すこ

とである。 
研究対象地域は，チリ共和国北部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床の分布するエルサルバ

ドール地域とチュキカマタ地域の 2 地域である。使用データは，Hyperion データ 2
シーンと比較参照用として ASTER データ 4 シーンである。 

本研究の成果は以下に示すとおりである。 
 
・Hyperion データの質を検討した結果，鉱物識別の障害となるスパイクノイズを把握

した。スパイクノイズを空間的な統計解析手法により低減する手法を開発し，適用

した。この結果スパイクノイズが低減し，スペクトル解析による鉱物識別が可能と

なった。 
・Hyperion スペクトル解析の結果，変質分帯図を作成するために必要な変質鉱物を識

別可能である。｛識別鉱物種：Sericite，Alunite，Kaolinite，（Alunite，Kaolinite），
（Chlorite，Epidote），（Sericite+Chlorite），（Sericite+Jarosite），Hematite，
Goethite，Jarosite｝。 

・Hyperion SWIR 解析において，2,200nm 帯に主吸収をもつ端成分（Sericite）を詳

細に検討することにより，変質条件（主に温度）を示す鉱物組み合わせを推定可能

である。 
・Hyperion SWIR 解析及び VNIR 解析による鉱物マッピング結果から変質帯の累帯

配列を把握可能である。 
・Hyperion SWIR 解析により初生変質帯を識別可能で，VNIR 解析により溶脱キャッ

プを識別可能である。 
・Hyperion SWIR 及び VNIR を利用した解析による“初生変質帯の分布と溶脱キャ

ップの分布が重複する箇所を把握する”手法は，斑岩銅鉱床探査におけるリモート

センシング活用による鉱床胚胎ポテンシャルの評価方法のひとつとして実用可能で

ある。 
・ASTER データ解析により，変質帯の大局的な累帯配列（高温，酸性変質帯→低温，

プロピライト変質）が識別可能である。 
 
以上から，本研究で適用した解析・解釈手法は，斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床探査に

適した解析・解釈手法のひとつとして有効であり，超多バンド光学センサーデータの

実用手法の一例であると考えられる。 
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Determination of alteration minerals using spaceborne hyperspectral data, 
Chile, South America 

Abstract 
 

The purposes of this study are to propose the analytical and interpretation 
techniques on alteration zones of porphyry copper and epithermal deposits using 
spaceborne hyperspectral data and to provide with an applicable method for 
exploration activities on those deposits. 

Hyperion and ASTER data of the El Salvador area and the Chuquicamata area, 
Chile, South America were processed to discriminate alteration zones related to 
mineralization. 

The following results were obtained through this study. 
- Spike noises were detected by statistical quality checking of the Hyperion data. 

In this study, the spike noise reduction method was developed using spatial 
statistical analysis and applied to detection of alteration minerals. As a result, the 
spike noises were significantly reduced. 

- It enables to determine the minerals for mapping of the alteration zone from 
the results of Hyperion data analysis. {Determined minerals; Sericite, Alunite, 
Kaolinite, (Alunite, Kaolinite), (Chlorite, Epidote), (Sericite + Chlorite), (Sericite + 
Jarosite), Hematite, Goethite, Jarosite} 

- The alteration conditions (mainly temperature) can be estimated from 
alteration mineral assemblages through detailed examination of extracted 
endmember as Sericite of 2,200nm absorption band from Hyperion SWIR analysis. 

- It is possible to recognize the typical alteration zoning pattern related to 
porphyry copper deposits by checking the results of Hyperion SWIR analysis. 

- It is possible to recognize the primary alteration zone related to porphyry 
copper deposits through the results of alteration minerals mapping using Hyperion 
SWIR, and also possible to recognize the leached capping caused by secondary 
enrichment effect through the results of alteration minerals mapping using 
Hyperion VNIR. 

- In this study, the method was developed to recognize the overlapping zone of 
the primary alteration and the leached capping using Hyperion SWIR and VNIR. 
The developed method is useful to evaluate the potentiality for the existence of the 
porphyry copper deposits and epithermal deposits using hyperspectral remote 
sensing data. 

- The results of ASTER data analysis would identify the outlines of the 
alteration zoning patterns that indicate the forming condition of alteration 
minerals related to mineralization. 

From this study, the analytical techniques and interpretation techniques 
developed can be considered one of the useful methods for mineral exploration to 
discover porphyry copper deposits and epithermal deposits using hyperspectral 
data. 
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II-1. 研究目的 
本研究業務全体の目的は，超多バンド光学センサーデータを金属鉱床探査に活用す

るための基礎技術及び要素技術を開発することである。 
 本年度の研究では，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査に適した超多バンド光学センサ

ーデータの解析手法及び解釈手法を検討し，上記鉱床探査への実用手法の一例を示す

ことを目的とする。 
 
II-2. 研究内容 
 図 II-1 に研究全体のフローチャートを示す。 
本研究では研究対象地域をチリ共和国北部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床の分布する地

域とし，Hyperion 及び ASTER データの解析作業を各々行い，これらのデータ解析結

果について既存資料との比較検討を行った。これらの検討結果から適用手法及び解析

結果の妥当性を評価し，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査において超多バンド光学セン

サーデータを利用する利点及び問題点などを整理し，その有効性を評価した。 
 
II-3. 対象地域概要 
II-3-1. 対象地域概要 
 (1) 位置・地形・気候 
 図 II-2 に対象地域位置図を示す。 
 本研究の対象地域はチリ共和国北部に位置するエルサルバドール地域及びチュキカ

マタ地域である。これらを含む第Ⅱ州（Antofagasta 州；州都 Antofagasta）と第Ⅲ

州（Atacama 州；州都 Copiapo）の地形は岩相分布や地質構造を明瞭に反映しており，

西から東に向けて，「海岸山脈」（Cordillera de la Costa），「中央沈降帯」（Depresion 
Central）あるいは「山間盆地」（Cuenca Intramontanas）及び「アンデス山脈」

（Cordillera de los Andes）に分けられ，いずれもほぼ南北方向に伸張している（R. 
Boric P. et al., 1990）。 
対象地域において「海岸山脈」（標高 1,000～2,000m）と「アンデス山脈」(標高

5,000~6,000m）に挟まれた「中央沈降帯」あるいは「山間盆地」はアタカマ砂漠

（Desierto de Atacama）と呼ばれ，標高 1,000～2,000m の高原となっている。 
 対象地域内の主要な水系は，上述した巨視的地形区の標高差に基づき，平行状のパ

ターンを示し，東から西へ流下する。「アンデス山脈」の西端部を構成する「ドメイコ

山脈」（Cordillera de Domeyko）では，これら河谷の周辺に崖錐地や崩壊地が広く形

成されている。 
 対象地域が位置するチリ共和国北部は，アタカマ砂漠と呼ばれるように，世界でも

最も乾燥した地域に属し，1 年中ほとんど降雨が観測されないが，ドメイコ山脈の高

地では降雪が認められる。 
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(2) 地質概要 
 図 II-3 及び図 II-4 に対象地域の地質図を示す。対象地域の特徴を以下に述べる。 
対象地域の広域地質構造を特徴付けるものとして，ドメイコ断層系が挙げられる。

この断層系は南北系の走向を持ち，対象地域の中央部を縦貫する。また，対象地域の

西方にはこれと平行するアタカマ（Atacama）断層が存在する。 
西部の「海岸山脈」は主として古生界～ジュラ系及び下部白亜系からなり，「中央沈

降帯」の大部分は上部白亜系と第三系～第四系で構成される。一方，対象地域東部を

占める「ドメイコ山脈」では，その西部や中央部の一部で古生界～ジュラ系が逆断層

に沿って内座層として分布するが，広い範囲が第三系（主として火山噴出物）で覆わ

れている。 
対象地域に分布する火成岩類はジュラ紀～第三紀の深成岩～半深成岩類であり，古

生界～ジュラ系を基盤として，広く分布する白亜紀の火山岩類及び海成～陸成堆積物

を貫入する。これらの火成岩類の活動中心は，時代を追う毎に「海岸山脈」から「ア

ンデス山脈」へと移動している。また，この地域においては，白亜紀～第三紀の火成

活動が鉱床形成に大きく寄与することが知られている。 
 
(3) 鉱床概要 

図 II -5 に，対象地域周辺の 5 つの主要な斑岩銅-金鉱床ベルトと，主要な鉱床分布

図を示す。 
チリ北部の銅資源の大半は白亜紀～第三紀の火成活動に関連した斑岩銅鉱床として

賦存する。特に，白亜紀～第三紀の火成活動が，海岸線とほぼ平行に時代の異なる 4
つの銅鉱床ベルト（前期白亜紀，暁新世，後期始新世～漸新世及び中新世～前期鮮新

世）を形成した（Camus and Dilles, 2001）。このうち埋蔵量の点から最も重要なのは，

後期始新世～漸新世銅鉱床ベルトである。この銅鉱床ベルトには，Chuquicamata 鉱

山，La Escondida 鉱山，Collahuasi 鉱山及び El Salvador 鉱山などの世界屈指の大

規模斑岩銅鉱床が分布しており，中央アンデスの銅既知埋蔵量の約半量が存在する。

その他，El Teniente 鉱山に代表される中新世～鮮新世初期の銅鉱床ベルトや，Cerro 
Colorado 鉱山，Spence 鉱山などが属する暁新世の銅鉱床ベルトでも大規模斑岩銅鉱

床が発見・開発されている。 
 
(4) 解析地域の鉱床 
1) エルサルバドール地域 
 図 II-6 にエルサルバドール地域における解析対象位置を示す。エルサルバドール地

域はコピアポ（Copiapo）の北西約 150km の標高 2,000m 前後の台地上，アタカマ砂

漠のインディオムエルト（Indio Muerto）地区に位置する。エルサルバドール地域周

辺には，変質帯がいくつか認められる。 
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 El Salvador 鉱山はインディオムエルトと呼ばれる比高約 1,000m の山の地下にあ

る潜頭性の斑岩銅鉱床で，モリブデンを伴う。El Salvador 鉱山の発見は，1954 年に

高品位の二次富化帯を発見したことが発端である。採鉱は坑内掘りで行われ，1959 年

には年平均銅品位約 1.5%の硫化鉱の生産を開始していたが，現在出鉱品位は 1%以下

に下がっている。その後，周辺探鉱により，北方及び西方に酸化鉱体からなる異地性

鉱体（Quebrada Turquesa 及び Damiana）が確認された（Mote et al．，2001）。本

地域の銅生産は，El Salvador 鉱山及び Quebrada 鉱山を有する CODELCO
（Corporacion Nacional del Cobre de Chile）の Salvador 生産部門で行われている。同

部門における 1998 年時点の埋蔵量は 310,000,000t，銅品位は 0.72%である。 
 El Salvador 鉱床の地質及び鉱化変質作用については，Gustafson and Hunt（1975），
及び Watanabe and Hedenquist（2001）に詳細な報告がある。El Salvador 鉱床の斑

岩は，X porphyry，K porphyry 及び L porphyry に細分される。初生変質作用及び初

生鉱化作用をもたらした熱水は，X porphyry 及び K porphyry の貫入後に，これらか

ら分別したマグマ水とされている。鉱化作用はこの斑岩及び周辺で最も強い。L 
porphyry の貫入は初生鉱化作用の後で，熱水角礫岩を形成した。その後，地表付近に

は広く溶脱帯が形成され，その下位に採鉱対象である高品位の二次富化帯が形成され

た。 
 
2) チュキカマタ地域 
 図 II-7にチュキカマタ地域における解析対象鉱山位置を示す。チュキカマタ地域は，

チリ北部，アントファガスタ（Antofagasta）の北東約 240km に位置する。アタカマ

砂漠の中にあり，標高は約 2,800m である。対象地域には，チュキポーフィリー複合

岩体(Chuqui Porphyry Complex）が，南北約 30km，幅 1～2km で分布し，この領

域には，Chuquicamata 鉱山，Alejandro Hales 鉱床（旧 Mansa Mina 鉱床)及び

Radomiro Tomic 鉱山が分布する。Chuquicamata 鉱山の北，約 40km には，El Abra
鉱山が分布する。 

Chuquicamata 鉱山は，1915 年に操業を開始し，1991 年に操業を開始した La 
Escondida 鉱山に次いで銅生産量の多い鉱山で，1997 年の産銅量は 644,000t
（Ossandón and Zentilli，1997）である。採掘方法は，ベンチカット方式の露天堀り

である。オープンピットのサイズは南北約 4km 東西 2km 深さ約 500ｍの巨大なもの

で，現在，一日 100,000t の銅鉱を掘り出している。一方で,CODELCO は，2004 年

に，ピット大深度化による採算性の低下を見越して（2013 年にはピット最下底が地表

下 1,100m に達する），露天掘りから坑内掘りへの移行を決定した。 
Chuquicamata 鉱山の地質については，Ossandón et al.（2001）により詳細な記

載がなされている。Chuquicamata 鉱山は，鉱床学的には斑岩銅鉱床タイプに属する。

鉱石はチュキポーフィリー複合岩体中に鉱染状に分布する。Chuquicamata 鉱山は，
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上部に二次富化帯が大規模に発達し，これにより高品位斑岩銅鉱が形成された鉱山で

ある。オープンピットの南端から北に向かって，採掘跡の長軸沿いに「西断層（West 
Fault）」と呼ばれる南北系の断層が走っている。鉱化作用は，この断層の東側のみに

認められる。採掘による廃石は，ピットの南方～東方にうずたかく積み上げられ，小

丘を形成している。 
Alejandro Hales 鉱床は，Chuquicamata 鉱山とカラマ（Calama）市街の間の沖積

層下で発見された完全潜頭鉱床である。生産開始予定は2007年で，鉱量612,000,000t，
銅品位 0.9%の斑岩銅鉱床である（数字は 2004 年 11 月のもの）。現在，開発にあたっ

ては環境影響への対応が課題となっている。 
 Radomiro Tomic 鉱山は，Chuquicamata 鉱山の 4km 北に位置する。鉱量

2,330,000,000t，銅品位 0.59%の斑岩銅鉱床である（Ossandón and Zentilli，1997）。
鉱体は二次富化作用により形成されており，酸化鉱は Atacamite，Copper clay，
Chrisocolla，Copper wad からなる(Cuadra and Rojas，2001）。 

El Abra 鉱山の地質は Ambrus（1977）及び Larry（1998）により記載がなされて

いる。El Abra 鉱山は，38～34Ma の閃緑岩～花崗岩からなる複合貫入岩体内部に形

成された。El Abra porphyry は，石英モンゾニ岩で最も若い貫入岩である。初生鉱化

作用の時期は Chuquicamata 鉱山とほぼ同時期とされている。変質帯として，Potassic
帯，Phyllic 帯及び Propylitic 帯が分布する。二次富化作用に伴われる酸化鉱は 1km
四方の範囲内に，硫化鉱を覆っており，主要な酸化鉱は Chrisocolla，Pseudomalachite，
Copper clay 及び Tenorite で，硫化鉱は Bornite，Chalcocite 及び Chalcopyrite であ

る。El Abra 鉱山の鉱量は 880,000,000t，銅品位は 0.47%である（数字は 1998 年の

もの）。 
 
II-3-2. 斑岩銅鉱床及び浅熱水性鉱床探査に有用な地質情報 
(1) 斑岩銅鉱床と浅熱水性鉱床 
斑岩銅鉱床は，酸性（花崗岩質）ないし中性（閃緑岩質）のマグマが地下浅所（3km

以浅）に貫入し，冷却する際に，マグマが放出した熱水により形成される熱水性鉱床

である。鉱床形成に必要な鉱化作用は，比較的高温の熱水（600～400℃）により起こ

る。鉱床は貫入岩の岩体内部あるいはその周縁部に形成される。銅を主とし，金やモ

リブデンを伴う低品位で大規模な鉱床である。斑岩型鉱床の多くは中生代以降の造山

帯（アンデス山脈，ロッキー山脈，南西太平洋島弧など）に分布する。 
浅熱水性鉱床は，地殻岩石の構造的割れ目を充填して産する熱水性の鉱脈型鉱床で，

梶原・正路（1997）による生成条件は，生成温度は 250～100℃，生成深度（圧力）

は 20～0.1Mpa である。実際には高い生成温度（＜350℃）が推定されることがある。 
Lindgren（1931）の定義によると，熱水はマグマ起源としているが天水起源とみられ

るものが多い。鉱化作用において硫黄の活動度が高いものは高硫化系浅熱水性金鉱床
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に分類される。このタイプの代表的な鉱床は，九州南部の春日，明石，岩戸，台湾の

金瓜石，フィリピンの Lepanto，米国ネバダ州の Goldfield 及びコロラド州の

Summitville である。 
斑岩銅鉱床上部の Advanced-argillic 帯には，高硫化系浅熱水性金鉱床が胚胎するこ

ともある（渡辺，1998）。 
 

(2) 初生鉱化作用と変質作用 
図 II -8 に斑岩銅鉱床の模式図（Lowell and Guilbert, 1970）を示す。Lowell and 

Guilbert(1970)によるモデルを水平断面で見ると，鉱化帯・変質帯ともに同心円状の

帯状配列をなし，鉱化帯は，中央部とその外側に Chalcopyrite に富む鉱体，さらに

その外側に Pyrite に富む黄鉄鉱核が分布する。変質帯は，貫入岩体を中心に内側か

ら外側に向かって，Potassic 帯→Phyllic 帯→Argillic 帯→Propylitic 帯と漸移する特

徴的な累帯配列を示す。各変質帯では，それぞれ特有の変質鉱物組み合わせが観察さ

れる。Potassic 帯では Quartz，Sericite，Biotite 及び Alkali feldspar が，Phyllic
帯では Quartz，Sericite 及び Pyrite が，Argillic 帯では Quartz，Kaolinite 及び

Montmorillonite が，Propylitic 帯では Epidote，Calcite 及び Chlorite などの鉱物

組合せが観察される。初生鉱床の主要部は Potassic 帯中に生成される。 
 高硫化系浅熱水性金鉱床の模式図を図 II -9 に示す。この型の金鉱床の特徴は，高度

粘土化変質（梶原・正路,1997 によると酸性条件下，温度 200～300℃で起こり，Dickite，
Kaolinite，Pyrophyllite 及び Quartz が生成する。変質中心部はしばしば珪化帯にな

る。），高硫化，銅硫化物，硫酸塩鉱物の生成などである。金の鉱化作用は主に珪化帯

に見られる。 
 
(3) 二次富化作用 
 二次富化作用の模式図を図 II –10 に示す。二次富化作用とは，初生鉱化帯の原品位

が二次的に高められることである。一般的に斑岩銅鉱床の初生鉱化帯は二次富化帯に

覆われている。二次富化帯に共通する性質はその形態であり，水平的に広くブランケ

ット状に発達し，厚さは最大で 200m に達する場合がある。 
鉱床が地表及び地表付近で，天水等により，酸化作用を受けると酸化帯が形成され

る（図 II –10 の Leached Capping）。地下水面より上位の酸化帯からの金属の溶脱は，

硫化鉱物（主に初生の Pyrite）の酸化作用で生じた硫酸酸性水による。また，毛細管

作用によって上昇した高塩濃度の地下水は，溶脱を促進させる（図 II-10 の地下水の

挙動）。酸化帯に残された金属は酸化物，水酸化物，炭酸塩，硫酸塩または珪酸塩とし

て沈殿する。酸化帯に特徴的な鉄酸化物及び銅酸化物は，Hematite，Goethite，Jarosite，
Cuprite，Antlerite，Brochanite，Chalcanthite，Malachite，Azurite 及び Chrysocolla
等である（Anderson，1982）。溶脱した金属イオンは地下水面下部の還元的環境に達
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すると，Chalcocite や Covellite として沈殿し，硫化鉱物の二次富化帯を形成する。

地下水面の変動に対応して，酸化，溶脱，富化のサイクルは繰り返され，二次富化帯

の銅含有量は高められ，初生硫化鉱物はほとんど全て Chalcocite に置換される。この

Chalcocite の層は，その後酸化を受けることにより，溶脱・富化帯の上部に酸化鉱を

形成する。初生鉱体から溶脱した金属イオンが離れた場所に銅酸化物として沈殿する

ことにより形成される鉱床を異地性鉱床（Exotic deposit）という。 
二次富化作用を規制する重要な要因は，初生硫化鉱物（主に Pyrite）の量，二次富

化作用の継続時間及び気候である。二次富化帯は，初成鉱床生成以降の天水の循環に

より形成されるが，二次富化帯保存のためには，二次富化帯形成後に気候が乾燥する

ことにより天水の流入が途絶え，地層の削剥量が小さくなることが必要である（Alpers 
and Brimhall，1988）。チリ北部では 40Ma～中新世まで，3 度にわたって気候が乾燥

したことが推定されている。エルサルバドール地域では，それぞれの時期に二次富化

帯が形成されており，中新世以降には二次富化帯の形成は行われていない。 
 このように二次富化作用は銅含有量を高める作用であり，その分布深度が浅いとい

うことからも，斑岩銅鉱床の経済性を高める重要な現象である。 
 
(4) リモートセンシングから得られる情報 
光学センサーを用いたリモートセンシングの可探査深度は，地表から数μm 程度で

ある。しかし，地表で観察される種々の地質現象の多くは，地下の地質構造を反映し

ており，地下の地質構造をリモートセンシングによって間接的に検出できる可能性は

高い。特に金属資源探査においては，鉱床に伴う変質帯の分布特徴を把握することが

探鉱上重要である。岩石を構成する各種の鉱物は，可視域～熱赤外域において特徴的

な吸収スペクトルを示す。この特徴から，光学センサーを用いたリモートセンシング

により，各種鉱物を広域的に識別・同定することが可能である。以下にそれぞれの鉱

床に特徴的な鉱物と吸収スペクトルの概要について述べる。 
前述した斑岩銅鉱床に産する変質鉱物の内，短波長赤外域（SWIR；1,300～

3,000nm）において特徴的なスペクトルを示すのは，含 Al-OH 鉱物（吸収特徴の波長

域；2,160～2,240nm），Epidote（吸収波長域；2,300～2,390nm），炭酸塩鉱物（吸収

波長域；2,300～2,390nm）及び含 Mg-OH 鉱物（吸収波長域；2,300～2,390nm）で

ある。熱赤外域（TIR；8,000～14,000nm）において特徴的なスペクトルを示すのは

Quartz 及び Alkali feldsper である。 
高硫化系浅熱水性金鉱床について，短波長赤外域（SWIR；1,300～3,000nm）で特

徴的なスペクトルを示す鉱物は Dickite，Kaolinite，Pyrophyllite 及び Alunite であ

る（いずれも吸収特徴の波長域は 2,160～2,240nm）。 
また，二次富化帯上部に分布する溶脱キャップ（図 II –10 の Leached Capping）に

特徴的な主要鉱物は Hematite，Goethite 及び Jarosite であり，これらは可視近赤外
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域（VNIR；400nm～1,000nm）に特徴的なスペクトルを示す。3 価の鉄の吸収スペ

クトルは，750～950nm に認められ，吸収の中心波長は，Hematite では 840nm，

Goethite 及び Jarosite では 910nm である（Hunt and Ashley，1979）。 
前述したように，斑岩銅鉱床は，一般にその上部に二次富化帯を伴う。従って，リ

モートセンシングにより，斑岩銅鉱床に特徴的な変質鉱物と二次富化帯上部の溶脱キ

ャップに分布する鉄酸化鉱物が，同じ場所で識別・同定された場合，その深部には斑

岩銅鉱床が分布する可能性が高いと判断することができる。 
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II-4. 使用データ及びデータ処理 
本研究では，ASTER 及び Hyperion データを入手し，データ処理及び解析に供した。

各データの仕様及び特徴とそれぞれのデータの処理方法を以下に述べる。 
 
II-4-1. 使用データ 
 図 II -6 及び図 II -7 に，本研究に使用した対象地域の ASTER フォールスカラー画

像と Hyperion フォールスカラー画像を示した。 
(1)  Hyperion 
 Hyperion は，世界初の衛星搭載型ハイパースペクトルセンサーであり，米国航空宇

宙局（NASA）が平成 12 年（2000 年）11 月 21 日打ち上げた Earth Observing-1（EO-1）
衛星に搭載されている。 

図 II -11 に示したとおり，Hyperion には波長 400～2,500nm（可視近赤外域～短波

長赤外域）に 220 のバンドを持つ。走査幅は 7.5km，スペクトル分解能は 10nm であ

る。空間分解能は 30m である。 
 本研究で使用した Hyperion データは以下の 2 シーンである。 

（エルサルバドール地域） 
・EO1H2330782004246110PY  

  （チュキカマタ地域） 
・EO1H0010752004221110PZ  

 
(2)  ASTER 
 ASTER（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer）
は，経済産業省が開発した国産の衛星センサーであり，米国航空宇宙局（NASA）が

平成 11 年（1999 年）12 月に打ち上げた人工衛星 Terra に搭載されている。 
 図 II-11 に示したとおり，ASTER には可視近赤外域センサー（VNIR）に 3 バンド，

短波長赤外域センサー（SWIR）に 6 バンド，熱赤外域センサー（TIR）に 5 バンド

の合計 14バンドが配されている。ASTERの地表分解能は観測波長域によって異なり，

可視近赤外域（VNIR）で 15m，短波長赤外域（SWIR）で 30m，熱赤外域（TIR）

で 90m である。 
 本研究で使用した ASTER データは以下の 4 シーンである。 
  （エルサルバドール地域） 
   ・ASTL1B 0004071511050410070669 
   ・ASTL1B 0004071510560410070670 
  （チュキカマタ地域） 

・ASTL1B 0309231453560407030004 
   ・ASTL1B 0309231453470407030005 
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II-4-2. データ処理 
 以下に本研究で適用したデータ処理手法について述べる。 
 (1) Hyperion データの処理 
 図 II-12 に Hyperion データの解析フローを示す。 
 Hyperion データの処理では，RSI 社製画像処理ソフトウェア ENVIver.4.1 を使用

して実施した。Hyperion データの前処理では，Beck (2003)の EO-1 user guide に示

された手順に従った。尚，各処理アルゴリズムの詳細及び技術的背景に関しては，（財）

資源・環境観測解析センター（2003）及び ENVI User’s Guide を参照されたい。 
本研究では，初生変質作用による変質鉱物識別のため短波長赤外域のデータ

（2,032nm～2,375nm 帯；30 バンド（以下 SWIR））を使用した。また，二次富化作

用による溶脱キャップ（主に鉄酸化物から構成）識別のため可視近赤外域のデータ

（457nm～1,305nm 帯；80 バンド（以下 VNIR））を使用した。 
 本研究で適用したHyperionデータの解析は，一次解析と二次解析とに分けられる。

一次解析は，大気補正などを含む前処理と変質鉱物の分布範囲を特定することを目的

として実施した。また，二次解析は，一次解析で得られた端成分を細分し，類似した

スペクトル特徴を有する鉱物を識別することを目的に実施した。 
尚，後述するように今回使用した Hyperion データは質が悪く，相当量のノイズが

含まれるデータである。データの質が良ければ，本解析で実施した二次解析は必要な

い場合も考えられる。 
 
1) 一次解析 
 VNIR 及び SWIR のデータ解析において一次解析を実施した。 
 
a) 大気補正 
 大気補正にはENVIのプラグインソフトウェアであるFLAASHver.1.8を使用した。 
 
b) データの質の検討 
 図 II-13 に Hyperion データの基本統計量，図 II-14 に Hyperion データに見られる

スパイクノイズ（Band173；2,163nm 帯）を示す。 
Hyperion データの質を検討するため，使用データから基本統計量を算出した。基本

統計量を検討した結果，Hyperion データの多くのバンドで，平均値及び標準偏差に比

べ最大値と最小値の絶対値が非常に大きく，全体のばらつきが大きいことが明らかと

なった。特に大気中の水蒸気の吸収波長帯である 1,400nm 帯及び 1,800nm 帯付近は

総じてばらつきが大きく，それ以外の波長帯においても 400nm 帯，900nm 帯，2,000
～2,375nm 帯付近でもばらつきの大きなデータであることが明らかとなった。（図

II-13） 
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 以上のような統計的なデータの質の検討に加え，本解析では全バンドを目視で確認

し，各バンドの画質評価を行った。その結果，図 II-14 に見られるようなカラム欠損

（左画像の左端に見られる黒い縦線）とスパイクノイズ（赤い矢印の先に見られる白

いピクセル）が認められた。これらのノイズは，上述の統計的な検討により認められ

た絶対値の大きな最大値及び最小値に対応する場合が多いことが明らかとなった。 
 
c) ノイズ低減処理 
 上述したデータの質の検討から，使用データにはカラム欠損とスパイクノイズが認

められることが明らかとなった。本解析では，カラム欠損とスパイクノイズを空間的

な処理によって補間及び低減する手法を適用した。以下に本解析で適用したノイズ低

減処理手法とノイズ低減処理結果について説明する。 
 
① カラム欠損の補間処理 
 カラム欠損については ENVI の機能の一つである Spatial pixel editor を用い，カラ

ム欠損を両隣のピクセルの平均値によって補間した。 
 
② スパイクノイズの低減処理 
 本解析では，各バンドの画像データにおける空間的統計解析により，スパイクノイ

ズを検出し，以下の手順によって，スパイクノイズの低減処理を行った。 
 ・各バンドの画像データに 3×3 のメディアンフィルタ処理を施す。 
 ・原データとフィルタ処理データとの差分をとる。 
 ・差分データの突出部分を統計的に抽出し，突出画素を特定する。 
 ・抽出された突出画素を同一画素の 3×3 のメディアンフィルタ処理により得られ

た値で置き換える。 
 ・以上の手順を使用データの全バンドに対して適用する。 
 
③ ノイズ低減処理結果 
 上記①及び②のノイズ低減処理の結果を図 II-15 に示し，Hyperion データの基本統

計量（ノイズ低減処理後）を図 II-16 に示す。 
 図 II-15 に示すとおり，カラム欠損に関しては右の処理後の画像で，左の処理前で

見られる左端の黒い縦線が消えている。また，スパイクノイズに関しては画像中の赤

枠の中に示された白色のピクセルが処理後の画像で消えている。 
また，図 II-16 に示すとおりデータの基本統計量においても，図 II-13 と比べるとノ

イズ低減処理後のデータでは，絶対値の大きな最大値と最小値が除去され，ばらつき

が小さくなったことがわかる。 
このように，本解析で適用したノイズ低減処理は一定の効果を挙げた。しかし，図
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II-15 の処理後（右）の画像中には，矢印で示されたスパイクノイズが依然として残っ

ている。これは画像中の明暗の変化の幅に収まるような値をもつスパイクノイズは除

去しきれていないことを示している。 
 
d) スペクトル解析 
図 II-12 に示すとおり，スペクトル解析の手順は次の 3 つのステップ，①Minimum 

Noise Fraction（以下，MNF）変換による情報の圧縮，②Pixel Purity Index（以下，

PPI）の算出，③多次元空間解析による端成分スペクトルの抽出よりなる。 
以下にそれぞれのデータ解析の内容について述べる。 

 
① MNF 変換による情報の圧縮 
 MNF 変換は，後の処理手順（PPI 算出）の計算時間短縮のため，信号情報の圧縮

を目的としている。MNF 変換は主成分分析の一種である。この方法は画像データ中

のどのピクセルにおいても，信号は近隣ピクセルと高い相関を示し，ノイズは信号に

比較して低い相関を示すという経験則に基づいている。MNF 変換の結果，算出され

た MNF 成分は上位成分程，信号／ノイズ比が高く，下位成分程，信号／ノイズ比が

低くなる。 
 ここでは，SWIR データ（30 バンド）と VNIR データ（80 バンド）をそれぞれ別々

に入力データとし，SWIR では MNF 成分バンド 1（信号／ノイズ比：高）～30（信

号／ノイズ比：低）の 30 成分，VNIR では MNF 成分バンド 1（信号／ノイズ比：高）

～80（信号／ノイズ比：低）の 80 成分の算出結果を得た。 
 
② PPI の算出 
 PPI 値は，各ピクセルがデータ空間内でほかのピクセル群からどの程度孤立して存

在しているかを示す指標値である。算出された PPI 値が高いピクセル程，端成分スペ

クトルを有している可能性が高い。 
 ここでは，SWIR 及び VNIR データの MNF 変換によって得られた上位の MNF 成

分バンド 1～5 までを入力データとして，繰り返し演算を 20,000 回として，PPI の算

出を実施した。 
 
③ 多次元空間解析による端成分スペクトルの抽出 
上述の PPI によって検出されたピクセルから PPI 値 15 以上のピクセルを抽出し，

ENVI の n-D Visualization tool 上で MNF 成分バンド 1～5 の座標空間上に投影し，

座標空間を回転させながら空間上で突出したピクセルを端成分ピクセルとして抽出し

た。 
 

II－11 



 

e) 端成分の評価 
 上述のスペクトル解析で抽出された端成分ピクセルの Hyperion データでのスペク

トルパターンと USGS のスペクトルライブラリのデータのパターンを比較して，端成

分スペクトルがどのような鉱物のスペクトル特徴を有するかを判断した。 
 
f) SAM 法による鉱物マッピング 
 SAM（Spectral Angle Mapper）法は比演算の考え方を多次元に拡張させたもので，

対象とするスペクトルと教師とするスペクトルの類似度をマッピングする手法である。 
上述のスペクトル解析における①～③の処理から得られた端成分ピクセルのスペクト

ルを教師スペクトルとして，マッピングを実施した。 
 
2) 二次解析 
 SWIR のデータ解析において二次解析を実施した。図 II-12 に示すとおり，二次解

析では，一次解析での端成分抽出状況が解析地区毎に異なっていたため，地区毎に異

なる前処理を適用した。以下にそれぞれの前処理手法とその効果について述べる。 
尚，二次解析における前処理後のスペクトル解析，端成分評価及び鉱物マッピング

の手法に関しては，一次解析と同様の手法を用いたため，ここでは省略する。 
 
a) 鉱物抽出域の切り出し（エルサルバドール地域） 
 図 II-17 に一次解析結果（エルサルバドール地域）を示す。 
エルサルバドール地域における一次解析の結果，図 II-17 の b)と c)に示すとおり，

Kaolinite，Alunite，Sericite，（Chlorite，Epidote），（Sericite＋Chlorite）の端成分

スペクトルが識別された。ここでカッコ内の「，」と「＋」の意味は，前者は「あるい

は」，後者は「及び」を意味する。（以下同様の表現をする。）しかし，図 II-17 の a)
に示すとおり，Kaolinite 及び Alunite が過剰に識別されている。これは多次元空間解

析において，Hyperion データ中の除去しきれていないスパイクノイズなどが影響し，

Sericite，Kaolinite 及び Alunite の端成分の分離が不十分であるためと考えられる。 
そこで，これらの端成分の分離を目的に，一次解析における鉱物抽出域を切り出し，

データの絞り込みを行った。この前処理を行い，二次解析を行った結果が図 II-18 で

ある。 
図 II-18 の b)と c)に示すとおり，二次解析では 13 成分の端成分スペクトルが抽出さ

れ，Kaolinite，（Alunite，Kaolinite），Alunite，Sericite，（Sericite+Chlorite）及び

（Chlorite，Epidote）が識別された。また，図 II-17 と図 II-18 の a)の画像を比較す

ると，二次解析では一次解析に比べ Kaolinite 及び Alunite 抽出域が縮小し，Sericite
抽出域が拡大している。 

以上から，本解析で適用した一次解析による鉱物抽出域の切り出しによるデータの
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絞込みは，Sericite，Kaolinite 及び Alunite の端成分分離に効果があるものと考えら

れる。 
 
b) MNF 空間での陰域のマスク（チュキカマタ地域） 
 図 II-19 にチュキカマタ地域の一次解析における PPI 算出結果を示す。 
チュキカマタ地域における一次解析において，PPI 算出による端成分ピクセルを抽

出したところ図 II-19 の b)に示すとおり，端成分ピクセルの大部分が陰域から抽出さ

れていることが明らかとなった。これら陰域から抽出された端成分スペクトルは図

II-19c)のスペクトルプロファイルのように，鉱物による信号情報をほとんど含まない

場合が多く，鉱物マッピングに有効な端成分スペクトルを得ることが難しい。 
そこでチュキカマタ地域での二次解析においては，陰域からの端成分ピクセルの抽

出を避けることを目的に，MNF 空間での陰域のマスクを作成し，マスク済みの MNF
変換データを使用してスペクトル解析を実施した。 
図 II-20 に MNF 空間における陰域のマスクの方法を示す。図 II-20 の a)の原画像に

おいて陰域は暗色系で表現されているが，b)の MNFband1 画像では陰域が明色系で

表現されている。前述したとおり MNF 変換は主成分分析の一種であり，MNFband1
は地形による陰影（アルベド）の情報が集約されているものと考えられる。したがっ

て，本解析では MNFband1 データからヒストグラムを作成し（図 II-20c)参照），母集

団の境界と推定されるヒストグラムの屈曲点をしきい値（ここではしきい値：15）と

して設定し，陰域のマスク（図 II-20d）参照）を作成した。ここで，図 II-20d）のマ

スク画像では，黒色部がマスクされた陰域である。 
 以上の前処理を施した後スペクトル解析を行った結果，図 II-21 に示す二次解析結

果（チュキカマタ地域）が得られた。 
図 II-21 の b)と c)に示すとおり，二次解析では 7 成分の端成分スペクトルが抽出さ

れ，Kaolinite，Sericite，（Sericite＋Jarosite），（Sericite＋Chlorite）及び（Chlorite， 
Epidote）が識別された。図 II-21a)の画像では，中央部のオープンピット近傍でSericite
及び（Sericite ＋ Jarosite）がマッピングされ，その周囲に（Chlorite，Epidote）
がマッピングされた。また，画像左上の変質帯において Kaolinite，Sericite 及び

（Sericite + Jarosite）が抽出された。 
以上から，本解析で適用した MNF 空間の陰域のマスクによるスペクトルは，鉱物

識別に効果があるものと考えられる。 
 
(2)  ASTER データの処理 
図 II-22 に ASTER データ解析フローを示す。 
本研究では ASTER データの解析手法として，主成分分析による変質鉱物マッピン

グ手法を適用した。本手法は Loughlin(1991)によって Landsat TM データに対して適
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用された手法で，開発者の名前を冠して“Crosta technique”と呼ばれている。この

手法はマルチバンドデータに対して主成分分析を行い，スペクトル的な検討を固有ベ

クトルにより行うため，ラディアンス変換や大気補正処理など複雑な処理を行う必要

がない。さらに固有ベクトルの検討から目的鉱物を特定するため，定性的ではあるが

鉱物種の特定が可能となる。したがって，Loughlin(1991)では，シンプルではあるが

強力なマッピング手法として紹介されている。最近では，Crosta et al.(2003)がASTER
データを用いた“Crosta technique”による鉱物マッピングを行っている。 
 以下に図 II-22 のフローチャートに即して本解析で適用した“Crosta technique”
による変質鉱物マッピングについて説明する。尚，本解析では Crosta et al.(2003)で
適用された手法とほぼ同様の解析を行った。また，本解析では Hyperion データ解析

との比較参照データとして ASTER を使用するため，Hyperion データと同一の範囲を

切り出して解析に供した。 
 
1) 入力バンドの設定 
 図 II-22 の右上の表に示したとおり，“Crosta technique”では 4 バンドのデータを

入力バンドとして設定する。入力バンドはマッピングを目的とする鉱物（以下，目的

鉱物と呼ぶ）のスペクトルパターンを考慮し，バンド間の強度比が目的鉱物のスペク

トル特徴を効果的に示すバンドを入力バンドとして設定する。例えば，表中 Kaolinite
を目的鉱物とする場合，バンド 1，4，6，7 を入力バンドとして設定する。選択した 4
バンドのうち，Kaolinite はバンド 6（2,200nm 帯）に強い吸収を示し，他のバンドで

は吸収を示さない。 
他の目的鉱物（Alunite，Sericite 及び Chlorite）においても同様の方法で入力バン

ドを設定した。 
 
2) 主成分分析 
 本解析では，ENVI の解析機能のひとつである主成分分析ツールを使用して，主成

分分析を行った。 
 
3) 固有ベクトルの検討による主成分画像の選定 
図 II-22 の右中段の表に，Kaolinite を目的鉱物とした主成分分析の結果，計算され

た固有ベクトルを示した。この表から，Kaolinite が強い吸収を示すバンド 6（2,200nm
帯）に絶対値の高い固有値を示し，他のバンドがそれより絶対値の低い固有値を示す

主成分は PC3 である。このことから，PC3 が目的鉱物 Kaolinite を示すデータである

と判断できる。図 II-22 の右下段の画像は，目的鉱物 Kaolinite を示す PC3 を画像化

したものである。PC3 のバンド 6 の固有値は正の値を示すため，この画像上では，

Kaolinite 分布域は暗色系で表現される。このため Kaolinite の存在と画像の明度を対
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応させるため，明暗を反転させ Kaolinite 抽出画像とした（図 II-22 の左下段）。 
他の目的鉱物（Alunite，Sericite 及び Chlorite）においても同様の方法で主成分画

像を選定した。 
 
4) 主成分画像のカラー合成による画像化 
図 II-23 に，主成分分析による変質鉱物マッピングの結果を示す。この図は上述の

1)～3)の手順により，Kaolinite，Sericite 及び Chlorite を目的鉱物として各々の主成

分画像を作成し，それぞれ目的鉱物 Kaolinite に赤（R），Sericite に緑（G），Chlorite
に青（B）を割り当ててカラー合成したものである。右下段に示した表には目的鉱物

の主成分画像を得るために使用した入力バンドの組合せを示した。また，この図の見

方としては，左下段に示した光の三原色のカラー合成図が役に立つ。すなわちカラー

合成画像上で三原色に表現された部分は，赤：Kaolinite，緑：Sericite，青：Chlorite
であり，その中間色である黄色：Kaolinite + Sericite，シアン：Sericite + Chlorite，
マジェンタ：Chlorite + Kaolinite，白色：Kaolinite + Sericite + Chlorite で各々表現

される。 
以上から本手法を適用することにより ASTER データから定性的な変質鉱物組合せ

を推定可能であると考えられる。 
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II-5. 解析結果 
II-5-1. エルサルバドール地域 
(1) Hyperion データ解析 
本研究では斑岩銅鉱床及び浅熱水性鉱床の初生鉱化作用に伴われる変質帯（主に粘

土鉱物から構成）を把握する目的で SWIR（2,032nm～2,375nm 帯；30 バンド）デ

ータを解析した。また，本地域の多くの鉱床に見られる二次富化作用に着目し，これ

に伴われる溶脱キャップ（主に鉄酸化物から構成）を把握する目的で VNIR（457nm
～1,305nm 帯；80 バンド）データを解析した。以下に SWIR と VNIR の解析結果に

ついて述べる。 
 
1) SWIR における解析結果 
 図 II-24 に SWIR の解析結果を示す。 
図 II-24右のスペクトルプロファイルに示されるように 13成分の端成分スペクトル

が抽出され，Kaolinite（2 端成分），（Alunite，Kaolinite）（1 端成分），Alunite（1
端成分），Sericite（6 端成分），（Sericite+Chlorite）（1 端成分）及び（Chlorite， Epidote）
（2 端成分）が識別された。 
 以上の端成分スペクトルを教師として，SAM 法によってマッピングした結果が図

II-24 左の画像である。この図に示すとおり，主に El Carmen / Petronila Japones – 
Roberte 変質帯，El Salvador 鉱山周辺及びグアナカ地域において，上述の変質鉱物が

識別された。以下にそれぞれの変質帯の鉱物識別結果について述べる。 
・El Carmen / Petronila Japones – Roberte 変質帯 
 図 II-24 左上段の図に示すとおり，本変質帯では図 II-24 右下の凡例に示された鉱

物のほとんどがマッピングされた。その中でも特に Kaolinite 及び Sericite が広く

マッピングされた。したがって，本変質帯は酸性から中性の変質鉱物が優勢な変質

帯であると推定できる。また，これらの鉱物は変質帯中心部から周辺部へ向かって，

Sericite，Kaolinite，Alunite，（Sericite+Chlorite），（Chlorite，Epidote），Sericite
の累帯配列が認められる。 

・El Salvador 鉱山周辺 
 図 II-24 左中段の図に示すとおり，本変質帯では図 II-24 右下の凡例に示された鉱

物のほとんどがマッピングされた。El Carmen / Petronila Japones – Roberte 変質

帯同様，特に Kaolinite 及び Sericite が広くマッピングされた。したがって，本変

質帯は酸性から中性の変質鉱物が優勢な変質帯であると推定できる。画像中央右側

の El Salvador 鉱山付近では，変質帯中心から周辺部へ向かって，Sericite，Kaolinite，
（Alunite，Kaolinite），Sericite，Kaolinite，Sericite の累帯配列が認められる。

また，El Salvador 鉱山の北方に位置する Cerro Perado 付近では，変質帯の中心か

ら周辺部へ向かって，Sericite，Kaolinite，（Sericite+Chlorite），（Chlorite，Epidote）
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の累帯配列が認められる。 
 
・グアナカ地域 

図 II-24 左下段の図に示すとおり，本変質帯では上述の 2 つの変質帯とは異なり，

Kaolinite など酸性の変質鉱物はマッピングされず，主に（Chlorite，Epidote），
（Sericite+Chlorite）及び Sericite がマッピングされた。したがって，本変質帯は

プロピライト変質が優勢な変質帯であると推定できる。図中右側にマッピングされ

た変質帯では Sericite が小規模にマッピングされ，その外側を取り巻くように

（Sericite+Chlorite），（Chlorite，Epidote）がマッピングされた。このように本変

質帯では累帯配列が認められる。 
 
2) VNIR における解析結果 
 図 II-25 に VNIR の解析結果を示す。 
図 II-25 右のスペクトルプロファイルに示されるように 6 成分の端成分スペクトル

が抽出され，Hematite（1 端成分），Goethite（3 端成分），Jarosite（1 端成分）及び

Limonite（Goethite？）（1 端成分）が識別された。尚，Hematite と Goethite の識別

は，750nm～950nm における 3 価の鉄によるブロードな吸収のうち，中心吸収波長

帯が 894nm の端成分を Hematite とし，より長波長側の 922nm 付近の端成分を

Goethite とした。 
 以上の端成分スペクトルを教師として，SAM 法によってマッピングした結果が図

II-25 左の画像である。この図に示すとおり，主に El Carmen / Petronila Japones – 
Roberte 変質帯，El Salvador 鉱山周辺及びグアナカ地域において，上述の鉄酸化物が

識別された。以下にそれぞれの変質帯の鉱物識別結果について述べる。 
・El Carmen / Petronila Japones – Roberte 変質帯 
 図 II-25 左上段の図に示すとおり，本変質帯では Goethite 及び Jarosite がマッピ

ングされた。図 II-24 左上段の SWIR 解析図と比較すると，これら鉄酸化物がマッ

ピングされた範囲は，SWIR 解析で Sericite，Kaolinite 及び Alunite がマッピング

された範囲と一致する。 
・El Salvador 鉱山周辺 
 図 II-25左中段の図に示すとおり，本変質帯ではHematite，Goethite及びJarosite
がマッピングされた。図中央の El Salvador 鉱山付近では，変質帯中心部から周辺

部へ向かって Hematite，Jarosite，Goethite がマッピングされた。これらの鉄酸化

物は累帯配列を示す。また，図 II-24 左中段の SWIR 解析図と比較すると，これら

鉄酸化物がマッピングされた範囲は，SWIR 解析で Sericite，Kaolinite 及び Alunite
がマッピングされた範囲と一致する。 

・グアナカ地域 
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 図 II-25 左下段の図に示すとおり，本変質帯では Goethite が小規模にマッピング

された。図 II-24 左下段の SWIR 解析図と比較すると，これら鉄酸化物がマッピン

グされた範囲は，SWIR 解析で Sericite がマッピングされた範囲と一致する。 
 
(2) ASTER データ解析結果 
 図 II-26 に ASTER データの解析結果を示す。 

図 II-26 に示すとおり，上述の Hyperion データ解析において変質帯として抽出され

た El Carmen / Petronila Japones – Roberte 変質帯，El Salvador 鉱山（グアナカ地

域は ASTER データの範囲外）は変質帯中心部で黄色～白色を呈しており，Kaolinite
と Sericite（及び Chlorite）の存在が示唆される。これは強い粘土化変質が存在する

ことを示している。以下にそれぞれの変質帯の鉱物識別結果について述べる。 
・El Carmen / Petronila Japones – Roberte 変質帯 
 図 II-26 右上段の図に示すとおり，本変質帯では中心部において黄色～白色を呈

しており Sericite 及び Kaolinite，その外側に赤色を呈する Kaolinite，さらに外側

を取り囲むようにシアン～青色を呈する Sericite と Chlorite がマッピングされた。

これらは変質帯が累帯配列していることを示す。 
・El Salvador 鉱山周辺 
 図 II-26 右下段の図に示すとおり，El Salvador 鉱山付近では変質帯中心部が赤色

を呈し Kaolinite，その外側に白色～黄色を呈し Sericite，Kaolinite（及び Chlorite），
さらにその外側にシアン～青色を呈する Sericite と Chlorite がマッピングされた。 

Cerro Perado 付近では変質帯中心部が黄色を呈し Sericite，Kaolinite，その外側

に白色を呈する Kaolinite と Sericite 及び Chlorite，さらに外側を取り囲むように

シアン～青色を呈する Sericite と Chlorite がマッピングされた。これらは変質帯が

累帯配列していることを示す。 
 
II-5-2. チュキカマタ地域 
(1) Hyperion データ解析 
 本地域においても上述のエルサルバドール地域と同様の目的でSWIRとVNIRの解

析を行った。以下にそれぞれの解析結果について述べる。 
 
1) SWIR における解析結果 
 図 II-27 に SWIR の解析結果を示す。 
図 II-27 のスペクトルプロファイルに示される 7 成分の端成分スペクトルが抽出さ

れ，Kaolinite（1 端成分），Sericite（3 端成分），（Sericite+Jarosite）（1 端成分），

（Sericite+Chlorite）（1 端成分）及び（Chlorite，Epidote）（1 端成分）が識別され

た。 
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 以上の端成分スペクトルを教師として，SAM 法によってマッピングした結果が図

II-27 左の画像である。この図に示すとおり，主に El Abra 鉱山周辺及び

Chuquicamata 鉱山周辺において，上述の変質鉱物が識別された。以下にそれぞれの

変質帯の鉱物識別結果について述べる。 
・El Abra 鉱山周辺 
 図 II-27 中央上段の画像のほぼ中央部に El Abra 鉱山のオープンピットが存在す

る。オープンピット内では，まばらに（Chlorite，Epidote），ピットの周縁部で Sericite
及び（Sericite+Jarosite）がマッピングされた。また，この画像の左上端に Kaolinite，
Sericite 及び（Sericite+Jarosite）が小規模にマッピングされた。 

・Chuquicamata 鉱山周辺 
 図 II-27 右上段の画像のほぼ中央部に Radomiro Tomic 鉱山のオープンピット，

画像中央下方に Chuquicamata 鉱山のオープンピットが存在する。 
Radomiro Tomic 鉱山のオープンピットでは，ピット中央部にまばらに（Chlorite，

Epidote），ピットの壁に Sericite 及び（Sericite+Jarosite）がマッピングされた。 
Chuquicamata 鉱山のオープンピットでは，ピットの壁に（Chlorite，Epidote），

ピット周縁に Sericite 及び（Sericite+Jarosite）がマッピングされた。 
さらに両鉱山の周辺の廃さいダムやリーチング施設などでは Sericite 及び

（Sericite + Jarosite）がマッピングされた。 
また，画像左端（Radomiro Tomic 鉱山の北西方）に小規模に Kaolinite，Sericite

及び（Sericite+Jarosite）がマッピングされた。 
 
2) VNIR における解析結果 
 図 II-28 に VNIR の解析結果を示す。 
図 II-28 のスペクトルプロファイルに示される 5 成分の端成分スペクトルが抽出さ

れ，Hematite（2 端成分）及び Goethite（3 端成分）が識別された。尚，Hematite
と Goethite の識別は，750nm～950nm における 3 価の鉄によるブロードな吸収のう

ち，中心吸収波長帯が800～894nmの端成分をHematiteとし，より長波長側の922nm
付近の端成分を Goethite とした。 
 以上の端成分スペクトルを教師として，SAM 法によってマッピングした結果が図

II-28 左の画像である。この図に示すとおり，主に El Abra 鉱山周辺及び

Chuquicamata 鉱山周辺において，上述の鉄酸化物が識別された。以下にそれぞれの

鉱物識別結果について述べる。 
・El Abra 鉱山周辺 
 図 II-28 中央上段の画像に示すとおり，El Abra 鉱山のオープンピット内では，鉄

酸化物はマッピングされていない。一方，ピットの周辺から北方の山地にかけて広

範囲に Goethite がマッピングされ，北方の山地で Goethite と共にパッチ状に
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Hematite がマッピングされた。また，SWIR 解析において小規模にマッピングされ

た変質帯（図 II-27 中央上段の画像左上端）では，SWIR 解析でマッピングされた

Kaolinite及びSericiteと同じ範囲にHematite及びGoethiteがマッピングされた。 
・Chuquicamata 鉱山周辺 
 図 II-28 右上段の画像に示すとおり，Radomiro Tomic 鉱山のオープンピット内で

は Goethite，ピットの縁にごく小規模に Hematite がマッピングされた。 
Chuquicamata 鉱山のオープンピットでは，ピットの内に鉄酸化物はマッピング

されず，ピット周縁部で小規模に Goethite がマッピングされた。 
また，SWIR 解析において小規模にマッピングされた変質帯（図 II-27 右上段の

画像左端（Radomiro Tomic 鉱山北西方））では，SWIR 解析でマッピングされた

Kaolinite 及び Sericite と同じ範囲に Goethite がマッピングされた。 
 
(2) ASTER データ解析結果 
 図 II-29 に ASTER データの解析結果を示す。 

図 II-29 では，上述の Hyperion データ解析において変質帯について検討した El 
Abra 鉱山周辺及び Chuquicamata 鉱山周辺における ASTER データの解析結果を示

した。以下にそれぞれの鉱物識別結果について述べる。 
・El Abra 鉱山周辺 
 図 II-29 中央上段の画像に示すとおり，El Abra 鉱山のオープンピット内では，赤

～マジェンタ色を呈し Kaolinite 及び（Kaolinite+Chlorite）がマッピングされ，ピ

ットの周辺部で緑～黄色を呈し Sericite 及び（Sericite+Kaolinite）がマッピングさ

れた。また，HyperionSWIR 解析における図 II-27 中央上段の画像左上端にマッピ

ングされた変質帯と同じ範囲において，赤～黄色を呈し Kaolinite 及び

（Sericite+Kaolinite）がマッピングされた。 
・Chuquicamata 鉱山周辺 
 図 II-29 右の画像に示すとおり，Radomiro Tomic 鉱山のオープンピット内では，

赤色を呈し Kaolinite，ピットの東壁は緑色～黄色を呈し Sericite 及び（Sericite + 
Kaolinite）がマッピングされた。 

Chuquicamata 鉱山のオープンピットでは，ピットの内の西壁は青色～マジェン

タ色を呈し Chlorite 及び（Chlorite+Kaolinite）がマッピングされた。ピット中央

部は赤色を呈し Kaolinite がマッピングされ，ピット東壁は緑色，白色，青色を呈

し Sericite，（Sericite+Chlorite+Kaolinite），Chlorite がマッピングされた。 
また，HyperionSWIR 解析における図 II-27 右の画像左端（Radomiro Tomic 鉱

山北西方）にマッピングされた変質帯で，黄色から緑色を呈し（Sericite+Kaolinite）
及び Sericite がマッピングされた。 
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II-6. 既存資料との比較・検討 
II-6-1. エルサルバドール地域 

本地域では，El Salvador 鉱山について既存資料との比較検討を行う。 
 
(1) El Salvador 鉱山における変質鉱物の分布及び変質帯の配列様式 
 ここでは既存資料に基づいて，El Salvador 鉱山における斑岩銅鉱床生成に関わる

地質学的作用について，初生変質作用と二次富化作用による溶脱キャップの形成とに

着目し，それぞれの地質学的作用について述べる。 
 
1) 初生変質作用 
 図 II-30 に Watanabe and Hedenquist (2001)による El Salvador 鉱山の変質分帯図

を示す。 
El Salvador 鉱山においては，Gustafson and Hunt (1975)によって，鉱床発見から

鉱山開発に至るまでの膨大な地質学・鉱床学的データが集大成されている。Watanabe 
and Hedenquist (2001)は，地表踏査及び詳細な岩石学的検討手法（岩石顕微鏡記載，

Ｘ線回折試験，EPMA，同位体地球化学，放射年代測定など）により，El Salvador
鉱床の鉱化作用及びそれに伴う変質作用について再検討している。 
 本研究では，既存資料とリモートセンシングデータ解析結果との比較を容易にする

ため，Watanabe and Hedenquist (2001)の研究結果から，現在地表に表れる鉱床形成

に関わる初生変質作用を初期～中期～後期変質ステージと最後期変質ステージとに大

別して扱うこととした。 
Watanabe and Hedenquist (2001)によると，初期～中期～後期変質ステージにおい

て数回の Porphyry の貫入により，Potassic 帯，Propylitic 帯，Phyllic 帯（Muscovite
帯及び Muscovite－Andalusite 帯）及び Pyrophyllite overprint 帯が形成された。現

在地表に唯一露出している L Porphyry は，後期変質ステージの最後のイベントであ

る。 
一方，最後期変質ステージでは，初期～中期～後期変質ステージにおいて形成され

た各変質帯を Advanced argillic 帯がオーバープリントして形成された。 
したがって，図 II-30 に示すように現在地表で見られる変質帯は，初期～中期～後

期変質ステージにおいては，変質帯中心から周縁部へ向けて，Potassic 帯→Phyllic
帯→Propylitic 帯の累帯配列を示す。しかし，最後期変質ステージの Advanced argillic
変質帯が不規則な形態でオーバープリントしたことにより，現在の地表の変質帯配列

は Advanced argillic 帯が優勢となり，複雑な変質帯の分布を示している。 
 
2) 二次富化作用による溶脱キャップの形成 
 図 II-31にGustafson and Hunt (1975)によるEl Salvador鉱山の断面投影図を示す。 
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 Gustafson and Hunt (1975)によると，El Salvador 鉱山では，2700m レベルにお

いて二次富化作用によって形成された，主に Chalcocite から構成される二次富化帯が

存在する。さらに二次富化帯の直上から地表面までの間に溶脱キャップが形成されて

いる。溶脱キャップは図 II-31 に示されるとおり，地表の凹地の中心から Low sulfide 
capping → Hematite – Goethite capping → Altered jarosite capping →Jarosite 
capping → Goethite capping の順で累帯配列を示す。 
 
(2) Hyperion データ解析結果との比較検討 
 Hyperion データ解析では，上述の初生変質作用を把握することを目的に SWIR 解

析を行い，二次富化作用による溶脱キャップを把握することを目的に VNIR 解析を行

った。以下に各々の解析結果と既存資料との比較検討結果について述べる。 
 
1) SWIR 解析と既存資料の比較検討 
 表 II-1 に Hyperion データ解析結果総括表，図 II-32 に Hyperion SWIR 解析結果

比較検討図を示す。図 II-32 では SWIR 解析結果に，初期～中期～後期の変質ステー

ジの変質鉱物分布（上段），最後期の変質ステージの変質鉱物分布（下段）を重ねて示

した。 
以下に各々の変質ステージの比較検討結果について述べる。 

 
a) 初期～中期～後期の変質ステージ 
・Potassic 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，K-feldspar 及び Biotite である。

SWIR 解析結果では Sericite 及び Kaolinite がマッピングされた（表 II-1）。SWIR 解

析結果での分布状況は Potassic 帯の中心にある L Porphyry の中心部において主に

Sericite がマッピングされ，その周囲を取り囲むように Kaolinite がマッピングされた。 
このように Potassic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せと分布

状況は全体として整合性が悪い。 
・Propylitic 帯 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Epidote，Chlorite，Calcite 及び Sericite で

ある。SWIR 解析結果では（Sericite + Chlorite），Sericite 及び Kaolinite がマッピン

グされた（表 II-1）。SWIR 解析結果での分布状況としては Phyllic 帯との境界付近で

主に Kaolinite，小規模に（Sericite + Chlorite）がマッピングされ，その外側に広く

Sericite がマッピングされた。 
このように Propylitic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せと分

布状況は Sericite 及び Chlorite 識別域での整合性が良いが，Phyllic 帯との境界付近

の Kaolinite 識別域での整合性が悪い。 
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・Phyllic 帯 
既存資料による主な変質鉱物組合せは Sericite，Andalusite 及び Chlorite である。

SWIR 解析結果では Sericite 及び Kaolinite がマッピングされた（表 II-1）。SWIR 解

析結果での分布形態としては Sericite がリング状にマッピングされ，Kaolinite はその

内側と外側にマッピングされた。また，既存資料で Andalusite がマッピングされた範

囲は，SWIR 解析結果では変質鉱物が識別されなかった。 
このように Phyllic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せと分布

状況は，リング状にマッピングされた Sericite 識別域で非常に整合性が良いが，その

内側と外側にマッピングされた Kaolinite 識別域で整合性が悪い。また，SWIR 解析

では Andalusite は識別されなかった。 
・Pyrophyllite overprint 帯 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Pyrophyllite，Dickite 及び Diaspore であり，

Pyrophyllite overprint 帯は Phyllic 帯に重複している。SWIR 解析結果では Kaolinite，
Alunite 及び Sericite がマッピングされた（表 II-1）。SWIR 解析結果での分布形態は

明瞭ではなく Sericite 識別域を Kaolinite 及び Alunite 識別域が不定形に覆うような

分布形態をとる。 
このように Pyrophyllite overprint 帯では，SWIR 解析では Pyrophyllite は識別さ

れず，Alunite，Kaolinite 及び Sericite 識別域としてマッピングされ，既存資料との

鉱物組合せ及び分布状況の整合性が悪く，Phyllic 帯と区別がつかない。 
 
b) 最後期の変質ステージ 
・Advanced argillic 帯 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Kaolinite 及び Alunite である。SWIR 解析

結果では Kaolinite 及び Alunite がマッピングされた（表 II-1）。SWIR 解析結果での

分布形態は，リング状に識別された Phyllic 帯の Sericite 識別域の外側と内側に

Kaolinite 及び Alunite がマッピングされた。これらは既存資料における Breccia pipe
の分布と良く一致する（図 II-32 下段）。 

このように Advanced argillic 帯では，既存資料と SWIR 解析との比較において，

鉱物組合せと分布状況の整合性は良い。 
 
 以上のように HyperionSWIR 解析では，Phyllic 帯及び Advanced argillic 帯は精度

良く識別されるが，Potassic 帯，Pyrophyllite overprint 帯及び Propylitic 帯の識別精

度は悪い。 
Potassic 帯の識別精度が悪い理由としては，Potassic 帯に普遍的に存在する Quartz，

K-feldspar及びBiotiteのSWIRにおける吸収特徴が乏しいためであると考えられる。 
Phyllic 帯では Sericite の識別精度は良いが，Andalusite は識別されない。これは

II－23 



 

Andalusite の SWIR における吸収特徴が無いためである。 
また，Pyrophyllite overprint 帯及び Propylitic 帯の識別精度は悪い理由としては，

Advanced argillic 帯の Kaolinite 識別域が広いためである。既存資料では最後期変質

ステージの Advanced argillic 帯がそれ以前の初生変質帯を不定形にオーバープリン

トすると記載されているので，これは現在の地表変質状況を示しているものと考えら

れる。 
これらのことから，Hyperion SWIR 解析では，Potassic 帯，Pyrophyllite overprint

帯及び Propylitic 帯の識別精度に問題はあるものの，Phyllic 帯及び Advanced argillic
帯の識別精度は良く，Phyllic 帯→Propylitic 帯の累帯配列と不定形にオーバープリン

トした Advanced argillic 帯を把握可能であることが明らかとなった。 
 
2) VNIR 解析と既存資料の比較検討 
 図 II-33 に Hyperion VNIR 解析結果比較検討図を示す。 

図 II-33 では上段に Gustafson and Hunt (1975)による断面投影図を示し，下段に

VNIR 解析結果を示した。ここで上段の図は，下段の図の白矢印の方向から見た図で

ある。 
・Hematite – Goethite capping 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Hematite 及び Goethite である。VNIR 解析

結果では Hematite 及び Goethite がマッピングされた（表 II-1）。VNIR 解析結果で

の分布形態は，変質帯中央部の凹地に Hematite がマッピングされており，その外側

に Goethite がマッピングされた。 
 以上から，Hematite – Goethite capping では，既存資料と VNIR 解析結果の整合

性は良い。 
・Altered jarosite capping － Jarosite capping 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Jarosite，Hematite 及び Goethite である。

VNIR 解析結果では Goethite 及び Jarosite がマッピングされた（表 II-1）。VNIR 解

析結果での分布形態は，Hematite – Goethite cappingの外側にJarosite及びGoethite
がマッピングされた。 
 以上から，Altered jarosite capping － Jarosite capping では，既存資料と VNIR
解析結果の整合性は良い。 
・Goethite capping 

既存資料による主な変質鉱物組合せは主に Goethite である。VNIR 解析結果では

Goethite がマッピングされた（表 II-1）。VNIR 解析結果での分布形態は，Altered 
jarosite capping － Jarosite capping の外側に Goethite がマッピングされた。 
 以上から，Goethite capping では，既存資料と VNIR 解析結果の整合性は良い。 
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 以上から HyperionVNIR 解析では，Hematite→（Jarosite + Goethite）→Goethite
の累帯配列が識別された。この結果は既存資料とも整合する。したがって，Hyperion 
VNIR 解析によって溶脱キャップの識別が可能であることが明らかとなった。 
 
(3) ASTER データ解析結果と既存資料との比較検討 
 表 II-2 に ASTER データ解析結果総括表，図 II-34 に ASTER 解析結果比較検討図

を示す。図 II-34 では上段に Watanabe and Hedenquist (2001)による変質分帯図，下

段に ASTER 解析結果を示した。 
以下に各々の変質ステージの比較検討結果について述べる。 

 
1) 初期～中期～後期の変質ステージ 
・Potassic 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，K-feldspar 及び Biotite である。

ASTER 解析結果では白，黄，赤，シアン色を呈し，（Sericite + Kaolinite + Chlorite），
（Sericite + Kaolinite），Kaolinite 及び（Sericite + Chlorite）がマッピングされた（表

II-2）。ASTER 解析での分布形態としては，中心部の L Porphyry 分布域で（Sericite 
+ Kaolinite + Chlorite），（Sericite + Kaolinite）が主にマッピングされ，その近傍に

Kaolinite がマッピングされた。 
このように Potassic 帯では，既存資料と ASTER 解析結果での変質鉱物組合せは全

体として整合性が悪い。 
・Propylitic 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Epidote，Chlorite，Calcite 及び Sericite で

ある。ASTER 解析結果ではシアン，青，黄，赤色を呈し，（Sericite + Chlorite），Chlorite，
（Sericite + Kaolinite），Kaolinite がマッピングされた（表 II-2）。ASTER 解析結果

での分布形態としては，Phyllic 帯の外側を取り囲むようにシアン～青系の色が多く

Chlorite 及び（Chlorite + Sericite）がマッピングされている。しかし，西側の大きな

扇状地や南側の谷では黄及び赤の（Sericite + Kaolinite），Kaolinite がマッピングさ

れた。 
このように Propylitic 帯では，既存資料と ASTER 解析結果での変質鉱物組合せは

全体として整合性が良い。 
・Phyllic 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Sericite，Andalusite 及び Chlorite である。

ASTER 解析結果では黄，白，赤色を呈し，（Sericite + Kaolinite），（Sericite + Kaolinite 
+ Chlorite）及び Kaolinite がマッピングされた（表 II-2）。ASTER 解析結果での分

布形態としては，Potassic 帯の外側を取り囲むように黄，白系の色が多く（Sericite + 
Kaolinite）及び（Sericite + Kaolinite + Chlorite）がマッピングされた。 
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このように Phyllic 帯では，既存資料と ASTER 解析結果での変質鉱物組合せは全

体として整合性が良い。 
・Pyrophyllite overprint 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Pyrophyllite，Dickite，Diaspore であり，

Pyrophyllite overprint 帯は Phyllic 帯に重複している。ASTER 解析結果では黄，白，

赤色を呈し，（Sericite + Kaolinite），（Sericite + Kaolinite + Chlorite）及び Kaolinite
がマッピングされた（表 II-2）。ASTER 解析結果での分布形態は，明瞭ではなく Phyllic
帯と同様に黄，白系の色が多く（Sericite + Kaolinite）及び（Sericite + Kaolinite + 
Chlorite）がマッピングされた。 

このように Pyrophyllite overprint 帯は，ASTER 解析結果で Phyllic 帯と区別はつ

かない。 
 
2) 最後期の変質ステージ 
・Advanced argillic 帯 
 既存資料による主な変質鉱物組合せは Kaolinite，Alunite である。Pyrophyllite 
overprint 帯は Phyllic 帯に重複している。ASTER 解析結果では赤，黄，白色を呈し，

Kaolinite，（Sericite + Kaolinite），（Sericite + Kaolinite + Chlorite）がマッピング

された（表 II-2）。ASTER 解析結果での分布形態は，Phyllic 帯の内側と変質帯北縁

部に赤系の色が多く Kaolinite がマッピングされた。 
このように Advanced argillic 帯は，既存資料と ASTER 解析結果との整合性が全体

として良い。 
 
 Phyllic 帯，Advanced argillic 帯及び Propylitic 帯をある程度の精度で識別可能で

ある。これらの識別結果から大局的な累帯配列を識別可能である。識別結果を地質学

的に解釈することにより定性的な変質帯の性質を把握可能であることが明らかとなっ

た。 
 
(4) 比較検討結果のまとめ 
 以上 HyperionSWIR，VNIR 及び ASTER の解析結果と既存資料との比較結果を以

下にまとめる。 
 
1) HyperionSWIR による初生変質鉱物の識別 

Potassic 帯，Pyrophyllite overprint 帯及び Propylitic 帯の識別精度に問題はあるも

のの，Phyllic 帯及び Advanced argillic 帯の識別精度は良く，Phyllic 帯→Propylitic
帯の累帯配列と不定形にオーバープリントした Advanced argillic 帯を把握可能であ

る。 
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2) HyperionVNIR による二次富化作用による溶脱キャップの識別 
 Hematite→（Jarosite，Goethite）→Goethite の累帯配列と溶脱キャップ識別が可

能である。 
 
3) ASTER による初生変質鉱物の識別 
 識別精度に問題があるものの，Phyllic 帯，Advanced argillic 帯及び Propylitic 帯
を識別することができ，大局的な累帯配列を識別可能である。 
 
II-6-2. チュキカマタ地域 

本地域では Chuquicamata 鉱山について既存資料との比較検討を行う。 
 
(1) 既存資料による変質鉱物の分布及び変質帯の配列様式 
 図 II-35 に Ossandon et al.(2001)による Chuquicamata 鉱山の変質分帯図及び硫化

鉱物分布図を示す。 
 Ossandon et al.(2001)によると，Chuquicamata 鉱山ではオープンピット内を

N10E 走向の“West Fault”が縦断する。この“West Fault”を境に西側はバーレン

の Fortuna 複合岩体が分布し，東側に世界有数の銅鉱量を有する Chuqui Porphyry
複合岩体が分布する。銅鉱石は Chuqui Porphyry 複合岩体中に鉱染状の産状を呈する

（図 II-35 右図）。 
 図 II-35 の左図に示されるとおり，変質帯の配列は“West Fault”の東縁から東側

に向かって，Phyllic 帯（Quartz – Sericite 帯）→Phyllic over Potassic 帯（Sericite over 
Potassic 帯）→Potassic 帯→Propylitic 帯（Chloritic 帯）の順で累帯配列を示す。ま

た，Advanced argillic 帯及び Argillic 帯のような酸性の変質鉱物を含む変質帯は欠如

している。 
 Chuquicamata 鉱山では，地表から 200m 前後の深さまで達する大規模・高品位の

二次富化帯の発達が知られている。しかし，開発開始から 90 年以上にわたる開発に

より，現在では二次富化帯は既に採掘され尽くされ，現在ではピットの北壁上部と北

縁部に溶脱帯を残すのみとなっている。 
 
(2) Hyperion データ解析結果との比較検討 
 Hyperion データ解析では，El Salvador 鉱山と同様に，初生変質作用を把握するこ

とを目的に SWIR 解析を行い，二次富化作用による溶脱キャップを把握することを目

的に VNIR 解析を行った。 
 表 II-3 に Hyperion データ解析結果総括表，図 II-36 に Hyperion SWIR 解析結果
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比較検討図を示す。図 II-36 では，左上段にフォールスカラー画像（RGB=173，177，
190），左中段に SWIR 解析結果，左下段に VNIR 解析結果を示し，図右に Ossandon 
et al.(2001)による変質分帯図及び硫化鉱物分布図を示した。 

以下に各々の解析結果の比較検討結果について述べる。 
 
1) SWIR 解析と既存資料の比較検討 
・Phyllic 帯（Quartz – Sericite 帯） 
既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz 及び Sericite である。SWIR 解析結

果では変質鉱物は識別されなかった（図 II-36 左中段，表 II-3）。 
・Phyllic over Potassic 帯（Sericite over Potassic 帯） 
既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，Sericite，K-feldspar 及び Biotite

である。SWIR 解析結果では変質鉱物は識別されなかった（図 II-36 左中段，表 II-3）。 
・Potassic 帯 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，K-feldspar 及び Biotite である。

SWIR 解析結果では変質鉱物は識別されなかった（図 II-36 左中段，表 II-3）。 
・Propylitic 帯（Chloritic 帯） 

既存資料による主な変質鉱物は Chlorite である。SWIR 解析結果では（Chlorite，
Epidote）が識別された（図 II-36 左中段，表 II-3）。SWIR 解析結果での分布形態と

してはピット南東の壁面に（Chlorite，Epidote）がマッピングされた。これは，既存

資料における Propylitic 帯の分布範囲とよく一致している。 
 
 以上のように，SWIR 解析では既存資料における Propylitic 帯では（Chlorite，
Epidote）を識別可能であった。しかし，Phyllic 帯，Phyllic over Potassic 帯及び

Potassic 帯では変質鉱物を識別不可能であった。 
 これはChuquicamata鉱山のオープンピットが掘削深度 500m以上に及ぶことから

ピットの壁面が急傾斜となり，ピット北東壁が陰域に入る（図 II-36 左上段）。このた

め，陰域に入るこれらの変質帯が識別できなかったものと考えられる。また，ピット

南東壁は陰が薄くなっており，Propylitic 帯はこの範囲に分布するため識別可能であ

ったものと考えられる。 
 これらから，Hyperion SWIR では，ピット内においては陰の影響により Phyllic帯，

Phyllic over Potassic 帯及び Potassic 帯を識別することができず，ピット内でも陰が

薄いところに分布する Propylitic 帯のみ識別可能であった。 
 
2) VNIR 解析と既存資料の比較検討 
・Oxidized zone 
既存資料による主な変質鉱物組合せは Hematite 及び Goethite である。VNIR 解析
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結果では Goethite が識別された（図 II-36 左下段，表 II-3）。VNIR 解析での分布形

態としては，オープンピットの北縁部にまとまってマッピングされるほか，西側のピ

ット縁部に点々とマッピングされる。既存資料と比較すると，前述の“ピットの北壁

上部と北縁部に溶脱帯”が，ピット北縁部にまとまってマッピングされた Goethite
に対応するものと考えられる。一方，図 II-36 右の変質分帯図及び硫化鉱物分布図上

に見られる“Oxidized zone”では Goethite が識別されなかった。 
 
以上のように，VNIR 解析ではピットの北縁部及び西縁部の Goethite が識別された

が，ピット東壁では識別されなかった。これはピット東壁の陰域に“Oxidized zone”
が分布するため，Goethite が識別されなかったものと考えられる。 
 
(3) ASTER データ解析結果と既存資料の比較検討 
 表 II-4 に ASTER データ解析結果総括表，図 II-37 に ASTER 解析結果比較検討図

を示す。図 II-37 では，左上段に ASTER 解析結果，図右に Ossandon et al.(2001)に
よる変質分帯図及び硫化鉱物分布図を示した。 

以下に各々の変質帯の比較検討結果について述べる。 
・Phyllic 帯（Quartz – Sericite 帯） 
既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz 及び Sericite である。ASTER 解析結

果では赤色を呈し，Kaolinite がマッピングされた（図 II-37 左上段，表 II-4）。 
このように Phyllic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せは全体

として整合性が悪い。 
・Phyllic over Potassic 帯（Sericite over Potassic 帯） 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，Sericite，K-feldspar 及び Biotite
である。ASTER 解析結果では黄，青，白，赤色を呈し，（Sericite + Kaolinite），Chlorite，
（Sericite + Kaolinite + Chlorite）及び Kaolinite がマッピングされた（図 II-37 左上

段，表 II-4）。 
このように Phyllic over Potassic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物

組合せは全体として整合性が悪い。 
・Potassic 帯 

既存資料による主な変質鉱物組合せは Quartz，K-feldspar 及び Biotite である。

ASTER 解析結果では白，青，赤色を呈し，（Sericite + Kaolinite + Chlorite），Chlorite
及び Kaolinite がマッピングされた（図 II-37 左上段，表 II-4）。 

このように Potassic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せは全体

として整合性が悪い。 
・Propylitic 帯（Chloritic 帯） 
既存資料による主な変質鉱物は Chlorite である。ASTER 解析結果では青色を呈し， 
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Chlorite がマッピングされた（図 II-37 左上段，表 II-4）。 
このように Propylitic 帯では，既存資料と SWIR 解析結果での変質鉱物組合せは整

合性が良い。 
 
 以上のように，ASTER 解析では既存資料における Propylitic 帯では（Chlorite，
Epidote）を識別可能であった。しかし，Phyllic 帯，Phyllic over Potassic 帯及び

Potassic 帯では変質鉱物を識別不可能であった。 
これはChuquicamata鉱山のオープンピットが掘削深度 500m以上に及ぶことから

ピットの壁面が急傾斜となり，ピット北東壁が陰域に入る（図 II-36 左上段）。このた

め，陰域に入るこれらの変質帯が識別できなかったものと考えられる。また，ピット

南東壁は陰が薄くなっており，Propylitic 帯はこの範囲に分布するため識別可能であ

ったものと考えられる。 
 
(4) 比較検討結果のまとめ 
 以上 HyperionSWIR，VNIR 及び ASTER の解析結果と既存資料との比較結果を以

下にまとめる。 
 
1) HyperionSWIR による初生変質鉱物の識別 
ピット内においては陰の影響により Phyllic 帯，Phyllic over Potassic 帯及び

Potassic 帯を識別することができず，ピット内でも陰が薄いところに分布する

Propylitic 帯のみ識別可能であった。 
 
2) HyperionVNIR による二次富化作用による溶脱キャップの識別 
ピット内においては陰の影響により“Oxidized zone”を識別できなかった。しかし，

ピットの北縁部及び西縁部に分布する Goethite を識別することが可能であった。 
 
3) ASTER による初生変質鉱物の識別 

Phyllic 帯，Phyllic over Potassic 帯及び Potassic 帯では，陰の影響により変質鉱物

の識別は不可能であった。陰の影響を受けていない Propylitic 帯では（Chlorite，
Epidote）の識別が可能であった。 
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II-7. 考察 
II-7-1. 鉱物の化学組成変化の把握 

II-4-1.で述べたとおり，Hyperion データは 400～2,500nm の観測波長帯域をスペ

クトル分解能 10nm，220 チャンネルのセンサーで取得される（図 II -11）。したがっ

て，Hyperion データの任意の 1 ピクセルは，上記の波長帯域を連続スペクトル情報

として扱うことができる。また，スペクトル分解能が 10nm であるため，この波長幅

を越えるスペクトルの微小な変化を捉えることができる。 
一方，斑岩銅及び浅熱水性鉱床探査の上で重要な変質鉱物（例えば，硫酸塩鉱物，

粘土鉱物，炭酸塩鉱物など）は，2,100～2,400nmの波長帯において，鉱物に含まれる

Al-OH基，Mg-OH基，CO3基などの分子振動に起因する特徴的な吸収を示すことが知

られている（(財)資源・環境観測解析センター,2004）。 
これら変質鉱物の中でも白雲母族，緑泥石族，明ばん石族及び方解石族などは，固

溶体を形成する場合や，結晶構造中の層間に位置する陽イオン（Na+，K+など）を置

換する場合などがあり，同一族の鉱物でも化学組成に違いがあることが知られている。 
例えば白雲母族鉱物の場合，Na に富む Paragonite（Na-Sericite），K に富む

Muscovite（Sericite），Mg 及び Fe に富む Phengite（Mg-Fe Sericite）などが知られ

ている。これらの鉱物はスペクトル吸収波長帯にも違い（吸収波長帯のシフト）が表

れる。図 II -38 に示すとおり，Paragonite（Na-Sericite）は 2,184nm，Muscovite
（Sericite）は 2,190nm，Phengite（Mg-Fe Sericite）は 2,225nm の吸収を示すこと

が知られている（Pontual et al.,1997）。すなわち，2,200nm 前後の吸収波長帯の違い

（シフト）を把握することができれば，化学組成を推定することができる。 
このような同一族鉱物の化学組成の違いは，これらの変質鉱物の生成条件（鉱液の

性質，母岩の性質，温度，圧力など）を反映する。したがって，同一族の鉱物の化学

組成の違いを把握することは，探査指針の策定や探査結果の解釈などに重要な役割を

果たすものと考えられる。また，リモートセンシングにより同一族の鉱物の化学組成

の違いを把握可能となれば，探査作業及び解析作業の効率化などの効果も期待できる。 
ここでは，エルサルバドール地域における Hyperion SWIR のスペクトル解析にお

いて抽出された Sericite の端成分スペクトルを検討し，Sericite の化学組成の違いを

把握可能かどうか検討した。 
 本解析では図 II -39a)に示すとおり，Sericite の主吸収である 2,200nm 帯付近に吸

収を示す 6 つの端成分スペクトルが抽出された。この図において，それぞれの主吸収

がある 2,200nm 帯付近（黒点線）を見ると，いずれも 2,203nm 帯に吸収があり波長

帯に変化は認められない。この結果から，本解析で 6 つの端成分として得られた

Sericite は K に富む Sericite（図 II -38）であり，化学組成には変化はないものと推

定できる。 
 また，Watanabe and Hedenquist (2001)においても，“現地から持ち帰った岩石試
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料のＸ線回折試験結果から得た結果では Muscovite（Sericite）は 2M1 型のみである”

との記載があり，上述の Hyperion SWIR の解析結果と一致する。 
 しかし，図 II -39a)中の下から 3 番目（青色）と 4 番目（黄緑色）の端成分では吸

収ピークの幅が広くなっており，より短波長側の 2,193nm 帯にも吸収があるように見

える。したがって，これら 2 つの端成分スペクトルについては，2 種類の Sericite（や

や Al に富む Sericite；吸収波長帯 2,193nm 及び K に富む Sericite；吸収波長帯

2,203nm）の両方を捉えている可能性がある。 
 このようにスペクトル分解能 10nm の Hyperion データを利用することにより，同

一族の鉱物の化学組成の違いを把握できる可能性は示されたと考える。ただし，

Hyperion データの地表分解能は 30m であるため，地表踏査による情報より質が低い。

より詳細な情報を得るにはさらに空間分解能の高いデータが必要である。 
 
II-7-2. 鉱物組合せの変化による変質温度条件の推定 
 II-3-2.で述べたとおり，斑岩銅鉱床の一般的な特徴として初生鉱化作用に伴われる

変質作用による初生変質帯の累帯配列を挙げることができる。この累帯配列は，一般

に変質中心から外側へ向かって， 
Potassic 帯（Quartz，K-feldspar，Biotite） 

→Phyllic 帯（Sericite，Quartz） 
→Argillic 帯（Kaolinite，Pyrophyllite，Sericite，Montmorillonite など） 
→Propylitic 帯（Chlorite，Epidote，Calcite など） 
と配列しており，それぞれの変質帯における変質鉱物組合せから変質温度条件が推定

できる。すなわち，変質の中心にある Potassic 帯でより高温であり，外側に配列する

変質帯（Phyllic 帯，Argillic 帯及び Propylitic 帯）でより低温である。 
 実際の鉱床探査においては，現地での肉眼観察，岩石試料の顕微鏡鑑定，Ｘ線回折

試験及び EPMA 測定などにより，変質鉱物組合せを検討し，変質分帯図が作成される。

この変質分帯図から鉱化に関わる変質条件や鉱化帯の位置の推定などが行われる。 
リモートセンシングにより変質帯の累帯配列を把握可能となれば，探査作業及び解

析作業の効率化などの効果も期待できる。 
ここでは，エルサルバドール地域における Hyperion SWIR のスペクトル解析にお

いて抽出された端成分スペクトルの組合せを検討し，変質帯の累帯配列を把握可能か

どうか検討した。 
 本解析では図 II -39a)に示すとおり，Sericite の主吸収である 2,200nm 帯付近に吸

収を示す 6 つの端成分スペクトルが抽出された。この図において，それぞれの主吸収

がある 2,200nm 帯付近（黒点線）を見ると，いずれも 2,203nm 帯に吸収があり波長

帯に変化は認められない。しかし，これらの端成分スペクトルをよく見ると，下から

3 番目（青色），4 番目（黄緑色）及び 5 番目（茶色）の端成分では，2,200nm 帯付近
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（黒点線）の主吸収の右肩の 2,245nm 帯（赤点線）に小さな吸収が認められる。この

波長帯は Fe-OH 基の分子振動による吸収と推定できる（(財)資源・環境観測解析セン

ター,2004）。 
 図 II -39b)に 2,245nm 帯に主吸収をもつ鉱物のスペクトル（Pontual et al.,1997）
を示す。この図から，FeOH Chlorite 及び FeOH Biotite が 2,245nm 帯に鋭く強い吸

収を示す。このことから上述の 3 つの端成分スペクトル（図 II -39a)の下から 3 番目

（青色），4 番目（黄緑色）及び 5 番目（茶色））は，Sericite の吸収（2,200nm 帯）

に FeOH Chlorite あるいは FeOH Biotite の吸収（2,245nm 帯）が加わったことを反

映したスペクトルであると解釈できる。 
 これら 3 つの端成分スペクトルから鉱物組合せを推定すると，以下の 3 通りの組合

せが考えられる。 
・Sericite－Chlorite 
・Sericite－Biotite 

 ・Muscovite－Biotite 
 この 3 つの鉱物組合せから推定される変質あるいは生成条件と，それに対応する変

質帯あるいは地質は以下のように推定できる。 
・Sericite－Chlorite ··················· より低温の変質温度；Argillic 帯，Propylitc 帯 
・Sericite－Biotite ······································· より高温の変質温度；Potassic 帯 

 ・Muscovite－Biotite······························ 初生鉱物，高温の生成条件；花崗岩類 
これらの事項を考慮して Hyperion SWIR 解析結果を再解釈すると，図 II -40b)に示

したとおりとなる。なお，再解釈の際には，2,245nm 帯の吸収の深さが深ければ Biotite，
浅ければ Chlorite（図 II -39b)）と判断し，各端成分のマッピング状況も参考とした。 
 端成分の再解釈結果は以下のとおりである。 
 ・茶の端成分：Sericite + Biotite··················································· Potassic 帯 
 ・シアンの端成分：Sericite···························································· Phyllic 帯 
 ・赤，紫の端成分：Kaolinite ···········································Advanced argillic 帯 
 ・黄，黄緑の端成分：Sericite + Chlorite··········································Argillic 帯 
 ・朱の端成分：Chlorite + Epidote··············································· Propylitic 帯 
 ・青の端成分：Sericite + Chlorite··············································· Propylitic 帯 

この結果，図 II -40c)に示されるように，El Salvador 鉱山の北方の Cerro Perado
周辺において，Potassic帯→Phyllic帯→Advanced argillic帯→Argillic帯→Propylitic
帯の典型的な累帯配列が存在することを推定することができる。 
以上のように，Hyperion SWIR 解析から得られた Sericite 及びその他の端成分の

詳細な検討を行い，スペクトル情報から得られる鉱物組合せの情報について検討し，

鉱物組合せの変化による変質温度条件を推定可能であることが明らかとなった。 
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II-7-3. 斑岩銅鉱床胚胎ポテンシャルの評価 
 本節では，本研究によって得られた解析結果を検討することにより，超多バンドデ

ータを利用した鉱床胚胎ポテンシャルの評価の可能性について考察する。 
 
(1) 初生変質帯と溶脱キャップの重複 
 II-3-2.で述べたとおり，対象地域においての斑岩銅鉱床の一般的な特徴のひとつと

して，二次富化作用により形成される二次富化帯の存在を挙げることができる。二次

富化作用は，地下浅所に銅含有量を濃縮する役割を果たすため，斑岩銅鉱床の経済的

価値を高める重要な現象である。二次富化帯を形成する条件としては，初生硫化鉱物

（Chalcopyrite，Pyrite など）が多いこと，過去あるいは現在に高塩濃度の地下水が

存在し，乾燥気候にあること，地表面の削剥量が少ないことなどが挙げられる。 
二次富化帯は通常斑岩銅鉱床の初生鉱化帯直上に発達し，初生鉱化帯より高品位の

硫化銅鉱あるいは酸化銅鉱からなる。二次富化帯の上方，地表までの間には溶脱キャ

ップが存在する。溶脱キャップには銅を含む鉱物は少なく，主に鉄酸化物（Hematite，
Goethite 及び Jarosite など）が多く含まれる。 

したがって，地表に鉄酸化物が多く存在し，初生変質帯（前節 II-7-2.参照）が重複

して存在する場合，その地下に斑岩銅鉱床が存在する可能性が高いと推定することが

できる。 
また，リモートセンシングにおいては，鉄酸化物は可視域（400～1,000nm）に特

徴的な吸収特徴を示し，この波長域のデータを解析することによって鉄酸化物の識別

が可能となる。 
ここでは，VNIR 解析結果と SWIR 解析結果とを比較検討することにより，二次富

化作用によって地表付近に形成される溶脱キャップと初生変質帯が重複して存在する

箇所を特定し，これが鉱床胚胎ポテンシャルの評価手法として有効かどうか検討した。 
図 II -41 にエルサルバドール地域，図 II -42 にチュキカマタ地域の Hyperion SWIR

－VNIR 解析結果の比較検討図を示し，表 II -5 に対象地域内の既存鉱山及び変質帯に

おける Hyperion 解析結果の一覧表を示す。 
エルサルバドール地域では，図 II -41 に示すとおり，El Carmen / Petronila Japones 

– Roberte 変質帯，El Salvador 鉱山及びグアナカ地域において，SWIR 解析結果から

初生変質帯の累帯配列が認められた。一方，VNIR 解析結果から SWIR 解析で Sericite
及び Kaolinite が識別された変質帯とほぼ同じ範囲に溶脱キャップが識別された。特

に El Salvador 鉱山では，SWIR 解析で Phyllic 帯及び Advaced argillic 帯に対応する

変質帯（表 II -5）とほぼ同じ範囲に溶脱キャップが識別され，溶脱キャップにも鉄酸

化物の累帯配列が認められた。 
このようにエルサルバドール地域においては，既存鉱山及び変質帯において初生変

質帯と溶脱キャップの重複が認められた。 
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 チュキカマタ地域には，El Abra 鉱山，Radomiro Tomic 鉱山及び Chuquicamata
鉱山の 3 つの既存鉱山が分布する。これらの鉱山はいずれもオープンピットにより採

掘されている鉱山である。Ossandón et al.(2001)によると，El Abra 鉱山と

Chuquicamata 鉱山では，開発当初に酸化鉱の採掘が行われていたが，現在では初生

硫化鉱の採掘が行われている。Radomiro Tomic 鉱山では現在酸化鉱の採掘が行われ

ている。 
図 II -42 に示すとおり，SWIR 解析では Radomiro Tomic 鉱山においてはピット内

に Sericite が識別されたが，El Abra 鉱山と Chuquicamata 鉱山ではピット内に

Sericite は識別されず，ピットの周囲の廃犀ダム及びピット縁の露岩域に Sericite が

識別された。VNIR 解析では Radomiro Tomic 鉱山においてはピット内に鉄酸化物は

識別されたが，El Abra 鉱山と Chuquicamata 鉱山ではピット内に鉄酸化物は識別さ

れず，ピットの周囲の廃犀ダム及びピット縁の露岩域に鉄酸化物が識別された。 
 このように Radomiro Tomic 鉱山のピット内においては初生変質帯と溶脱キャップ

の重複が認められた。また，El Abra 鉱山と Chuquicamata 鉱山においては，ピット

内において初生変質帯と溶脱キャップの重複が認められなかったが，小規模ではある

がピット縁の露岩域で初生変質帯と溶脱キャップの重複が認められた。 
これらの結果は既存資料による各鉱山の現在の開発状況を反映しているものと考え

られる。すなわち，Radomiro Tomic 鉱山では，現在，元の地表面より浅所の酸化鉱

を採掘しており，ピット内には初生変質鉱物と鉄酸化物が存在するが，El Abra 鉱山

と Chuquicamata 鉱山では，現在，元の地表面より深所の硫化鉱を採掘しており，ピ

ット内には初生変質鉱物はあるものの陰の影響（II-6-2.(2)参照）により把握されず，

鉄酸化物は既に取り去られているため，初生変質帯と溶脱キャップの重複が認められ

なかったものと考えられる。 
 これらのことから，対象地域内における既存斑岩銅鉱床の全て（El Salvador 鉱山，

El Abra 鉱山，Radomiro Tomic 鉱山及び Chuquicamata 鉱山）において，初生変質

帯の分布と溶脱キャップの分布が重複することが明らかとなった。 
したがって，本解析で想定した“初生変質帯の分布と溶脱キャップの分布が重複す

る箇所”に“斑岩銅鉱床が賦存する可能性が高い”という作業仮説は，この地域にお

いて一般性があるものと考えられる。 
以上から，本研究で実施した Hyperion データの SWIR 及び VNIR を利用した解析

による“初生変質帯の分布と溶脱キャップの分布が重複する箇所を把握する”手法は，

斑岩銅鉱床探査における超多バンド衛星データ活用による鉱床胚胎ポテンシャルの評

価方法のひとつとして実用可能であると考える。 
 
(2) 初生変質帯の累帯配列の識別 
 II-3-2.に述べたとおり，斑岩銅鉱床の一般的な特徴として初生変質作用による変質
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帯の累帯配列が挙げることができる。 
本研究による Hyperion の解析結果では，表 II -5 に示すとおり，対象地域内の既存

鉱山全て（El Salvador 鉱山，El Abra 鉱山，Radomiro Tomic 鉱山及び Chuquicamata
鉱山）において，初生変質帯の累帯配列が認められた。本解析で識別されたそれぞれ

の累帯配列の様式は以下のとおりである。 
・El Salvador 鉱山（坑内採掘） 
  （Potassic 帯→）Phyllic 帯→Advanced argillic 帯→Propylitic 帯 
  ※カッコ内は端成分再解釈による Biotite の識別による。 
・El Abra 鉱山（露天採掘） 
  Phyllic 帯→Propylitic 帯 
・Radomiro Tomic 鉱山（露天採掘） 
  Phyllic 帯→Propylitic 帯 
・Chuquicamata 鉱山（露天採掘） 
  Phyllic 帯→Propylitic 帯 
 この結果を見ると，El Salvador 鉱山では，斑岩銅鉱床における変質帯の累帯配列

モデルの全ての変質帯が識別されたが，他の 3 鉱山では Phyllic 帯及び Propylitic 帯
しか識別されなかった。 
 この結果から，地表における初生変質帯の累帯配列から斑岩銅鉱床賦存の可能性に

ついて検討する場合， Potassic 帯→Phyllic 帯→Advanced argillic 帯→Propylitic 帯
のような全ての変質帯が揃った累帯配列が識別されることが，必ずしも重要ではない

ことを示している。 
逆にPhyllic帯→Propylitic帯の変質帯の累帯配列を示した 3鉱山の経済的重要性を

考慮すると，Phyllic 帯→Propylitic 帯の累帯配列がされることが重要であると考えら

れる。 
 以上から，超多バンド衛星データによって斑岩銅鉱床胚胎ポテンシャルを評価する

場合，地表に Phyllic 帯→Propylitic 帯の累帯配列が識別されたかどうかが重要である

ものと考える。 
 
(3) 潜頭性斑岩銅鉱床の探査における留意点 
 現在，斑岩銅鉱床探査に限らず金属鉱床探査においては，地表に鉱徴を持つ鉱床に

ついては，そのほとんどで探鉱や開発が行われている。今後の探鉱活動においては，

地表に鉱徴を持たない潜頭性鉱床をターゲットとする機会が増えることが容易に予想

できる。 
 II-3-1.に述べたとおり，本研究の解析対象地域のチュキカマタ地域には，Calama
市街の北西 7km に Alejandro Hales 鉱床（旧 Mansa Mina 鉱床）が存在する。この

鉱床は CODELCO による Chuquicamata 鉱山の周辺探鉱活動のひとつである Mansa 
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Mina プロジェクト（MM project）によって発見された完全潜頭性鉱床である。 
 図 II -43 に Alejandro Hales 鉱床探鉱地域の Hyperion SWIR 解析結果を示す。 
 図 II -43 右上段に示したフォールスカラー画像内の黄色い枠の中が Alejandro 
Hales 鉱床の存在する位置である。この枠内を見ると山と山に囲まれた沖積層の上に

無数の白から薄ピンク色の点と線が認められる。これはグリッドボーリングによる探

鉱活動の跡である。これと同じ範囲を図 II -43 右中段の SWIR 解析結果と図 II -43 右

下段の VNIR 解析結果で比較すると，SWIR 解析結果では Chlorite がまばらにマッピ

ングされるが，他の変質鉱物はマッピングされない。また，VNIR 解析結果では何も

マッピングされていない。このように Alejandro Hales 鉱床は，沖積層に覆われて鉱

床直上の地表面に初生変質帯及び溶脱キャップを持たない潜頭性鉱床であることが本

解析結果においてもわかる。 
 しかし，図 II -43 右中段及び下段を見ると，探鉱跡のエリアから数百メートル南西

の丘に小規模ではあるが Sericite 及び Goethite が脈状にマッピングされている（図中

白丸の部分）。詳細は明らかではないが，これは Alejandro Hales 鉱床生成時の周辺部

における熱水活動に関連した変質帯の可能性がある。 
 このように斑岩銅鉱床では鉱床直上に地表鉱徴がない場合でも，近傍に鉱徴を示す

場合があるものと考えられる。 
 以上から，超多バンド衛星データによる鉱床胚胎ポテンシャルの評価及び鉱床胚胎

有望地の絞り込みを行う際には，潜頭性鉱床の存在の可能性を考慮する必要があり，

Chuquicamata 鉱山のような大規模鉱床の周辺などでは，小規模な地表鉱徴も無視す

ることができないものと考えられる。 
 
(4) 斑岩銅鉱床胚胎ポテンシャル評価についてのまとめ 
 以上本節(1)～(3)において述べた超多バンドデータを利用した斑岩銅鉱床胚胎ポテ

ンシャル評価の可能性について以下にまとめる。 
 
1) 短波長赤外域（SWIR）及び可視近赤外域（VNIR）を利用した解析による“初生

変質帯の分布と溶脱キャップの分布が重複する箇所を把握する”手法は，斑岩銅鉱

床探査におけるリモートセンシング活用による鉱床胚胎ポテンシャルの評価方法の

ひとつとして実用可能である。 
 
2) 超多バンド衛星データによって斑岩銅鉱床胚胎ポテンシャルを評価する場合，地

表に Phyllic 帯→Propylitic 帯の累帯配列が識別されたかどうかが重要である。 
 
3) 超多バンド衛星データによる鉱床胚胎ポテンシャルの評価及び鉱床胚胎有望地の

絞り込みを行う際には，潜頭性鉱床の存在の可能性を考慮する必要があり，
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Chuquicamata 鉱山のような大規模鉱床の周辺などでは，小規模な地表鉱徴も無視

することができない。 
 
II-7-4. 斑岩銅及び浅熱水性鉱床探査における超多バンドデータ利用の意義 
 本節では斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査における超多バンドデータ利用の意義につ

いて考察する。 
 
(1) 超多バンドデータ利用の長所及び短所 
 本研究により得られた知見から，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査における超多バン

ドデータ利用の長所は，可視近赤外域～短波長赤外域にかけての連続したスペクトル

形状を把握可能であるということである。スペクトル形状を把握可能であることによ

り，取得できる具体的な情報を以下に挙げる。 
 
超多バンドデータ利用の長所： 
スペクトル形状の把握→ 
・ブロードな吸収をもつ鉄酸化物の把握・識別 
 →溶脱キャップの把握，鉄酸化物の累帯配列を把握可能 
・主吸収の形状から変質鉱物の把握・識別 
 →変質鉱物を特定可能 
・主吸収以外の小さな吸収を把握 
 →詳細な変質鉱物組合せの変質分帯が可能 
・主吸収位置の小さなシフトを把握 
 →同一族鉱物の組成変化を把握可能 
・溶脱キャップと初生変質帯の把握が可能で，その重複部を把握可能 
 →鉱床胚胎のポテンシャル評価に使用できる 
 
 同じく，現状での斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査における超多バンドデータ利用（こ

こでは現状使用可能な Hyperion）の短所を以下に挙げる。 
 
Hyperion データ利用の短所： 
・データの質が悪い（S/N 比が低い） 
 →データ前処理が複雑になる 
 →鉱物の誤識別が多くなる 
・データ取得範囲が狭い（刈幅 7km），空間分解能が低い（1 ピクセル：30m） 
 →広域の慨査に向かない 
 →ミクセルの問題 
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・一般にコストが高い（データの取得費用，処理の手間など） 
 →使用頻度が低下する 
・熱赤外域をカバーしていない 
 →地質解釈に重要な珪酸塩鉱物を把握できない 
 
 以上長所及び短所をみると，長所については，従来のマルチスペクトルリモートセ

ンシングでは得られなかった探査上有用な情報を得ることができることが明白である。

一方，短所については今後の技術の進歩により解決が望めることが多いことが分かる。 
 
(2) 超多バンドデータ利用の将来に向けて 
 (1)で述べた短所の最後に“熱赤外域をカバーしていない”を挙げた。ここでは金属

鉱床探査における熱赤外域の必要性について述べる。 
 熱赤外域のスペクトル情報を利用したフーリエ変換赤外分光光度計（FTIR）は，無

機化合物や有機化合物を同定可能なため，電子・電気・半導体分野，医療分野，犯罪捜

査などの定性分析装置として広く普及している。 
 地質リモートセンシング分野においても，主な珪酸塩鉱物の放射率特徴が熱赤外域

にあるため，その重要性は十分認識されており，ASTER にも熱赤外域多バンドセン

サーが搭載されている。しかし，ASTER の熱赤外バンドは 5 バンドしか配されてお

らず，地表分解能も 90m と粗いため，詳細な地質情報を必要とする金属資源探査には

情報量の不足を否めない。 
 本研究においても，II-6-2.に述べたとおり Hyperion 解析では Quartz，K-feldspar
及び Andalusite などの珪酸塩鉱物を識別することができなかった。 
 図 II -44 に熱水変質作用に関連の深い主な珪酸塩鉱物の熱赤外域での透過率スペク

トルを示す。この図から明らかなように，熱赤外域においてそれぞれの珪酸塩鉱物の

スペクトルパターンが異なることが分かる。また，この図からこれら珪酸塩鉱物の識

別には，超多バンドデータによる連続スペクトル情報が必要であることが分かる。 
 図 II -45 に熱水変質作用に関連の深いアルミノ珪酸塩の相平衡図と鉱物関係図を示

す。この図から明らかなように，高温側に示される珪酸塩鉱物が変質帯の熱史や圧力

史解明のために重要であることが分かる。 
 したがって，超多バンドデータによって，これらの珪酸塩鉱物を把握可能となれば，

鉱化に関わる変質帯の情報が飛躍的に多くなるものと考えられる。 
 以上から，将来に向けて金属資源探査への超多バンドリモートセンシングの活用を

考えると “熱赤外域ハイパースペクトルリモートセンシング”を視野に入れた研究

開発が必要であると考える。 
 最後に，“熱赤外域ハイパースペクトルリモートセンシング”により識別が期待され

る変質作用及び珪酸塩鉱物ならびに応用が期待できる鉱床タイプを以下に挙げる。 
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識別が期待される変質作用と珪酸塩鉱物 
 ・珪化（Quartz） 
・アルバイト化変質（Albite） 

 ・カリ長石化変質（K-feldspar） 
 ・スカルン変質（Garnet，Pyroxene，Amphibole） 
 など 
 
応用が期待できる鉱床タイプ 
・斑岩銅鉱床 
・酸化鉄型銅金鉱床 
・スカルン型鉱床 
・正マグマ性鉱床 

 ・ミシシッピバレー型鉱床 
 ・PGM 鉱床 
 など 
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II-8. 結論 
II-8-1. まとめ 
本研究では，対象地域をチリ共和国北部の斑岩銅及び浅熱水性鉱床の分布する地域

とし，Hyperion データ及び ASTER データの解析作業を各々行い，これらのデータ解

析結果を既存資料との比較検討を行った。これらの検討結果から適用手法及び解析結

果の妥当性を評価し，斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査において超多バンド光学センサ

ーデータを利用する利点及び問題点などを整理し，その有効性を評価した。 
以下に本研究の成果をまとめる。 

 
・Hyperion データの質を検討した結果，鉱物識別の障害となるスパイクノイズを把握

した。スパイクノイズを空間的な統計解析手法により低減する手法を開発し，適用

した。この結果スパイクノイズが低減し，スペクトル解析による鉱物識別が可能と

なった。 
・Hyperion スペクトル解析の結果，変質分帯図を作成するために必要な変質鉱物を識

別可能である。｛識別鉱物種：Sericite，Alunite，Kaolinite，（Alunite，Kaolinite），
（Chlorite，Epidote），（Sericite+Chlorite），（Sericite+Jarosite），Hematite，
Goethite，Jarosite｝。 

・Hyperion SWIR 解析において，2,200nm 帯に主吸収をもつ端成分（Sericite）を詳

細に検討することにより，変質条件（主に温度）を示す鉱物組み合わせを推定可能

である。 
・Hyperion SWIR 解析及び VNIR 解析による鉱物マッピング結果から変質帯の累帯

配列を把握可能である。 
・Hyperion SWIR 解析により初生変質帯を識別可能で，VNIR 解析により溶脱キャッ

プを識別可能である。 
・Hyperion SWIR 及び VNIR を利用した解析による“初生変質帯の分布と溶脱キャ

ップの分布が重複する箇所を把握する”手法は，斑岩銅鉱床探査におけるリモート

センシング活用による鉱床胚胎ポテンシャルの評価方法のひとつとして実用可能で

ある。 
・ASTER データ解析により，変質帯の大局的な累帯配列（高温，酸性変質帯→低温，

プロピライト変質）が識別可能である。 
 
以上から，本研究で適用した解析・解釈手法は，斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床探査に

適した解析・解釈手法のひとつとして有効であり，超多バンド光学センサーデータの

実用手法の一例であると考えられる。 
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II-8-2. 今後の展望 

 本研究では，Hyperion データを用いたスペクトル解析によって，斑岩銅鉱床及び浅

熱水性鉱床探査において有用な地質学的情報を取得可能であることを示し，実用可能

な解析手法及び解釈手法の一例を示すことができた。しかし，現状の Hyperion デー

タは，データ欠損やスパイクノイズなどを含むためデータの質が悪く，解析の際の取

り扱いに多大な労力を必要とすることも明らかとなった。 
今後，衛星超多バンド光学センサー技術は，観測技術，データ取得－処理システム

技術などの技術革新により，S/N 比，地表分解能，刈り幅などの観測能力の向上が見

込まれるため，将来は，より高精度な変質鉱物マッピングが可能となるものと考えら

れる。 
 また，本研究における Hyperion 解析では Quartz，K-feldspar 及び Andalusite な

どの珪酸塩鉱物を識別することができなかった。超多バンドデータによって，これら

の珪酸塩鉱物を把握可能となれば，鉱化に関わる変質帯の情報が飛躍的に多くなるも

のと考えられる。 
したがって，将来に向けて金属資源探査への超多バンドリモートセンシングの活用

を考えると“熱赤外域ハイパースペクトルリモートセンシング”を視野に入れた研究

開発が必要であると考える。 
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Hyperion データ解析 ASTER データ解析 

既存資料の収集 

比較・検討

斑岩銅及び浅熱水性鉱床の探査において 

・ 超多バンド光学センサーデータを利用する利点及び問題点を整理する 

・ 超多バンド光学センサーデータを利用する際の有効性を示す 

・ 今後の課題 

解析結果及び適用手法の妥当性評価 

図 II-1 研究全体フローチャート 
Fig. II-1 Flow chart of the study 
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図 II-2 対象地域位置図 
Fig. II-2 Location map and ASTER, Hyperion data sites 

：ASTER 

：Hyperion 
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図 II-3 対象地域周辺の地質図（エルサルバドール地域） 
Fig. II-3 Geologic map of the study area (El Sarvador area) 

Mapa Geologico de Chile (1:1,000,000) 

(Servicio Nacional de Geología y Minería, 1982)より 

：ASTER 

：Hyperion 
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図 II-4 対象地域周辺の地質図（チュキカマタ地域） 
Fig. II-4 Geologic map of the study area (Chuquicamata area) 

Mapa Geologico de Chile (1:1,000,000) 

(Servicio Nacional de Geología y Minería, 1982)より 

：ASTER 

：Hyperion 
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 図 II-3，4 対象地域周辺の地質図（凡例） 

Fig. II-3，4 Geologic map of the study area (legend) 
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(変成基盤岩類) 

先カンブリア系 
(雲母片岩と角閃石片麻岩) 

石炭系－三畳系(?) 
(半深成岩類) 

中部－上部三畳系 
(火成岩類と陸成堆積岩類) 

下部白亜系 
(火成岩類と海成堆積岩類) 

上部ジュラ系－下部白亜系 
(火成岩類) 
上部ジュラ系 
(陸成堆積岩類) 

下部(ｵｰﾃﾘﾋﾞｱﾝ階)－上部白亜系 
(火成岩類) 上部ジュラ系－下部第三系(貫入岩類) 

 上部白亜系－下部第三系 
 下部白亜系（ﾈｵｺﾐｱﾝ統後） 
 上部ジュラ系－下部白亜系 

Mapa Geologico de Chile (1:1,000,000) 

(Servicio Nacional de Geología y Minería, 1982)より
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図 II-5 チリ北部の主要な斑岩銅－金鉱床ベルト分布図（Camus and Dilles, 2001）
Fig. II-5 Map of northern Chile showing the five major metallogenic belts and 

locations of the principal porphyry copper and porphyry gold deposits. 

Principal Porphyry Cu and Au Deposits 

km 

     ：本研究対象鉱山 
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El Carmen / Petronila 

Japones-Rebote 変質帯 

El Salvador 鉱山 

グアナカ地域 

図 II-6 解析対象地区位置図（エルサルバドール地域） 
Fig. II-6 Location map of the study area (El Salvador area) 

ASTER フォールスカラー画像 
（RGB=3,2,1） 

Hyperion フォールスカラー画像 
（RGB=803nm,660nm,559nm） 
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図 II-7 解析対象地区位置図（チュキカマタ地域） 
Fig. II-7 Location map of the study area (Chuquicamata area) 

ASTER フォールスカラー画像 
（RGB=3,2,1） 

Hyperion フォールスカラー画像 
（RGB=803nm,660nm,559nm） 

El Abra 鉱山 

Radomiro Tomic 鉱山 

Chuquicamata 鉱山

Alejandro Hales 鉱床 

(旧 Mansa Mina 鉱床) 
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図 II-8 斑岩銅鉱床の概念図（Lowell and Guilbert, 1970） 
Fig. II-8 Concept of the porphyry copper deposit 

図 II-9 酸性硫酸塩型金鉱床の概念図（Sillitoe et al., 1990） 
Fig. II-9 Concept of the high sulfidation type epithermal gold deposit 
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ブランケット状に発達した二次富化帯（エスコンディーダ地域） 

ENRICHED
BLANKET (-1.3%Cu)

図 II-10 二次富化作用の概念図（Lowell, 1991） 
Fig. II-10 Concept of the secondary enrichment 

アタカマ砂漠の地下水の挙動 



II－55 

図 II-11 各種光学センサーの観測波長域 
Fig. II-11 Wavelength ranges of the optical sensors 
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図 II-12 Hyperion データ解析フロー 
Fig. II-12 Flow chart of Hyperion data analysis 

Hyperionデータ 

大気補正（FLAASH） 

データの質検討 

ノイズ低減処理 

スペクトル解析 
（MNF 変換→PPI 算出 

→多次元空間解析 
→端成分抽出） 

端成分評価 

鉱物マッピング 
（SAM 法） 

鉱物抽出域切り出し MNF 空間での陰域マスク 

スペクトル解析 
（MNF 変換→PPI 算出 

→多次元空間解析 
→端成分抽出） 

端成分評価 

鉱物マッピング 
（SAM 法） 

一次解析 

二次解析 

※エルサルバドール地域に適用 ※チュキカマタ地域に適用 

（VNIR,SWIR） 

（SWIR） 
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図 II-14 Hyperion データに見られるスパイクノイズ 
Fig. II-14 Spike noise in the Hyperion data 

 

図 II-13 Hyperion データの基本統計量（ノイズ低減処理前） 
Fig. II-13 Basic statics of Hyperion data (before noise reduction) 

Band173(2163nm 帯) 

■ 最大値 
■ 標準偏差 
■ 平均値 
■ 標準偏差 
■ 最小値 

赤枠の拡大図 
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図 II-15 ノイズ低減処理結果 
Fig. II-15 Result of noise reduction 

  

ノイズ低減処理前 ノイズ低減処理後 

Band173(2163nm 帯) Band173(2163nm 帯) 

  
赤枠部分の拡大 赤枠部分の拡大 
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図 II-16 Hyperion データの基本統計量（ノイズ低減処理後） 
Fig. II-16 Basic statics of Hyperion data (after noise reduction) 

■ 最大値 
■ 標準偏差 
■ 平均値 
■ 標準偏差 
■ 最小値 
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■■：Kaolinite

■：Alunite

■■：Alunite， Kaolinite

■■：Sericite

■■：Chlorite， Epidote

■：Sericite+Chlorite  

図 II-17 一次解析結果（エルサルバドール地域） 
Fig. II-17 Preliminary analysis at El Salvador area 

a)一次解析結果 

c)端成分抽出結果 

連続体除去表示 

b)端成分評価結果 

d)フォールスカラー画像（SWIR） 
R: Band173（2163nm 帯） 

G: Band177（2203nm 帯） 

B: Band190（2335nm 帯） 
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a)二次解析結果 

d)フォールスカラー画像（SWIR） 
R: Band173（2163nm 帯） 

G: Band177（2203nm 帯） 

B: Band190（2335nm 帯） 

図 II-18 二次解析結果（エルサルバドール地域） 
Fig. II-18 Reanalysis at El Salvador area 

連続体除去表示

■■：Kaolinite

■：Alunite, Kaolinite

■：Alunite

■■■■■■■：Sericite

■：Sericite+Chlorite

■■：Chlorite or Epidote

c)端成分抽出結果 

b)端成分評価結果 



II－62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-19 一次解析における PPI 算出結果（チュキカマタ地域） 
Fig. II-19 PPI result of preliminary analysis at Chuquicamata area 

  
a)PPI 算出結果 

■：端成分ピクセル 
b)Band173（2163nm 帯） 

：端成分スペクトル 
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a)Band173（2163nm 帯） b)MNF Band1 

図 II-20 MNF 空間における陰域のマスク 
Fig. II-20 Mask of shaded area using MNF image space 

 

c)MNF Band1 のヒストグラム d)MNF Band1 における陰域のマスク 
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図 II-21 二次解析結果（チュキカマタ地域） 
Fig. II-21 Reanalysis at Chuquicamata area 

 

 

a)二次解析結果 

d)フォールスカラー画像（SWIR） 
R: Band173（2163nm 帯） 

G: Band177（2203nm 帯） 

B: Band190（2335nm 帯） 

■：Kaolinite

■■■：Sericite

■：Sericite，Jarosite

■：Sericite，Chlorite

■：Chlorite， Epidote

c)端成分抽出結果 

b)端成分評価結果 
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図 II-22 ASTER データ解析フロー 
Fig. II-22 Flow chart of ASTER data analysis 

ASTERL1B データ 

入力バンド設定（4 バンド） 

主成分分析 

固有ベクトル検討 

画像化 
RGB=Kaolinite, 

Sericite, 
Chlorite 

etc... 

主成分画像選定 

主成分分析による変質鉱物マッピング（Crosta et al.,2003, Loughlin,1991） 

8767

5655bands

4433ASTER

1111

ChloriteKaoliniteSericiteAlunite

Target alteration minerals

8767

5655bands

4433ASTER

1111

ChloriteKaoliniteSericiteAlunite

Target alteration minerals

“Crosta technique ” 

0.8050.242-0.1050.5327

-0.5460.6380.0310.5426

-0.231-0.617-0.5380.5254

-0.027-0.3910.8360.3841

PC4PC3PC2PC1

Eigen vector (Kaolinite)ASTER
bands

0.8050.242-0.1050.5327

-0.5460.6380.0310.5426

-0.231-0.617-0.5380.5254

-0.027-0.3910.8360.3841

PC4PC3PC2PC1

Eigen vector (Kaolinite)ASTER
bands

明暗反転 

Kaolinite 抽出画像 PC3 画像 
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図 II-23 主成分分析による変質鉱物マッピング(ASTER) 
Fig. II-23 Mapping of alteration minerals using PCA (ASTER) 

Kaolinite

Sericite Chlorite

876

565bands

443ASTER

111

ChloriteKaoliniteＳｅｒｉｃｉｔｅ

Target alteration minerals

876

565bands

443ASTER

111

ChloriteKaoliniteＳｅｒｉｃｉｔｅ

Target alteration minerals

“Crosta technique”による変質鉱物マッピング 
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図 II-24 Hyperion SWIR 解析結果（エルサルバドール地域） 
Fig. II-24 Result of Hyperion SWIR analysis at El Salvador area 

連続体除去表示

■■：Kaolinite

■：Alunite, Kaolinite

■：Alunite

■■■■■■■：Sericite

■：Sericite+Chlorite

■■：Chlorite or Epidote

El Carmen / Petronila Japones-Roberte変質帯 

El Salvador 鉱山周辺 

グアナカ地域 

2200nm 

El Salvador 鉱山 

Cerro Perado 
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図 II-25 Hyperion VNIR 解析結果（エルサルバドール地域） 
Fig. II-25 Result of Hyperion VNIR analysis at El Salvador area 

■：Limonite？（or Goethite?)

■：Goethite

■：Goethite

■：Jarosite

■：Goethite

■：Hematite

El Carmen / Petronila Japones-Roberte変質帯 

El Salvador 鉱山周辺 

グアナカ地域 

894nm：Hematite 
922nm：Goethite 
     or Jarosite 

894nm 

連続体除去表示 

El Salvador 鉱山 

Cerro Perado 

 



II－69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-26 ASTER データ解析結果（エルサルバドール地域） 
Fig. II-26 Result of ASTER data analysis at El Salvador area 

Kaolinite

Sericite Chlorite

El Carmen / Petronila Japones-Roberte変質帯 

El Salvador 鉱山周辺 

El Salvador 鉱山 

Cerro Perado 

R: Kaolinite (PCA1467-PC3) 
G: Sericite (PCA1356-PC4) 
B: Chlorite (PCA1458-PC4) 
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 図 II-27 Hyperion SWIR 解析結果（チュキカマタ地域） 
Fig. II-27 Result of Hyperion SWIR analysis at Chuquicamata area 

■：Kaolinite

■■■：Sericite

■：Sericite，Jarosite

■：Sericite，Chlorite

■：Chlorite， Epidote

 

 

El Abra 鉱山周辺 

Chuquicamata 鉱山周辺 

El Abra 鉱山 

Chuquicamata 鉱山 

Radmiro Tomic 鉱山 
連続体除去表示 
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 図 II-28 Hyperion VNIR 解析結果（チュキカマタ地域） 
Fig. II-28 Result of Hyperion VNIR analysis at Chuquicamata area 

■■■：Goethite

■：Hematite

■：Hematite？

 

 

El Abra 鉱山周辺 

Chuquicamata 鉱山周辺 

El Abra 鉱山 

Chuquicamata 鉱山 

Radmiro Tomic 鉱山 

922nm 

連続体除去表示 
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図 II-29 ASTER データ解析結果（チュキカマタ地域） 
Fig. II-29 Result of ASTER data analysis at Chuquicamata area 

 

Kaolinite

Sericite Chlorite

 

 

El Abra 鉱山周辺 

Chuquicamata 鉱山周辺 

El Abra 鉱山 

Chuquicamata 鉱山 

Radmiro Tomic 鉱山 

R: Kaolinite (PCA1467-PC4) 
G: Sericite (PCA1356-PC4) 
B: Chlorite (PCA1458-PC4) 
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図 II-30  El Salvador 鉱山の変質分帯図 
Fig. II-30 Alteration zonation map of El Salvador mine 

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

Watanabe & Hedenquist (2001)より引用 

A, a andalusite
chl chlorite
Di dickite
Ds, ds diaspore
Ep epidote
F feldspars
M, m muscovite
P, p pyrophyllite
Par paragonite
R, r rutile
z zunyite

Early to late stage alteration
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図 II-31  El Salvador 鉱山の断面投影図 
Fig. II-31 Supergene patterns of El Salvador mine 

Gustafson & Hunt (1975)より引用 
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■■：Kaolinite

■：Alunite, Kaolinite

■：Alunite

■■■■■■■：Sericite

■：Sericite+Chlorite

■■：Chlorite or Epidote

A, a andalusite
chl chlorite
Di dickite
Ds, ds diaspore
Ep epidote
F feldspars
M, m muscovite
P, p pyrophyllite
Par paragonite
R, r rutile
z zunyite

Early to late stage alteration

■■：Kaolinite

■：Alunite, Kaolinite

■：Alunite

■■■■■■■：Sericite

■：Sericite+Chlorite

■■：Chlorite or Epidote

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

図 II-32 Hyperion SWIR 解析結果比較検討図（El Salvador 鉱山） 
Fig. II-32 Comparison of mineral distribution between Hyperion SWIR 

analysis result and previous study at El Salvador mine 

初期～中期～後期変質ステージ 

最後期変質ステージ 

El Salvador 鉱山 

El Salvador 鉱山 
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図 II-33 Hyperion VNIR 解析結果比較検討図（El Salvador 鉱山） 
Fig. II-33 Comparison of mineral distribution between Hyperion VNIR 

analysis result and previous study at El Salvador mine 

■：Limonite（or Goethite)

■：Goethite

■：Jarosite

■：Goethite

■：Goethite

■：Hematite

El Salvador 鉱山 
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Watanabe & Hedenquist (2001)
による変質分帯図

図 II-34 ASTER 解析結果比較検討図（El Salvador 鉱山） 
Fig. II-34 Comparison of mineral distribution between ASTER analysis 

result and previous study at El Salvador mine 

Kaolinite

Sericite Chlorite

A, a andalusite
chl chlorite
Di dickite
Ds, ds diaspore
Ep epidote
F feldspars
M, m muscovite
P, p pyrophyllite
Par paragonite
R, r rutile
z zunyite

Early to late stage alteration

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

Very late stage alteration
a andalusite

Al, al alunite
B, b barite
Di, di dickite
Ds, ds diaspore
K, k kaolinite
M, m muscovite
P, p pyrophyllite

z zunyite
C, crandallite
F, florencite

Breccia dike

El Salvador 鉱山 
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図 II-35 Chuquicamata 鉱山の変質分帯図及び硫化鉱物分帯図 
Fig. II-35 Alterration and Sulfide zonation map at Chuquicamata mine 

Ossandon etal. (2001)より引用 
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図 II-36 Hyperion 解析結果比較検討図（Chuquicamata 鉱山） 
Fig. II-36 Comparison of mineral distribution between Hyperion 

analysis result and previous study at Chuquicamata mine 

 
Ossandon etal. (2001)より引用 

左上：Hyperion 画像（RGB=173,177,190） 
左中：Hyperion SWIR 解析結果 
左下：Hyperion VNIR 解析結果 

■：Kaolinite

■■■：Sericite

■：Sericite，Jarosite

■：Sericite，Chlorite

■：Chlorite， Epidote

■■■：Goethite

■：Hematite

■：Hematite？

Hyperion VNIR 解析結果 

Hyperion SWIR 解析結果 
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図 II-37 ASTER 解析結果比較検討図（Chuquicamata 鉱山） 
Fig. II-37 Comparison of mineral distribution between ASTER analysis 

result and previous study at Chuquicamata mine 

 
Ossandon etal. (2001)より引用 

R: Kaolinite (PCA1467-PC4) 
G: Sericite (PCA1356-PC4) 
B: Chlorite (PCA1458-PC4) 

Kaolinite

Sericite Chlorite
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図 II-38 白雲母族鉱物のスペクトル 
Fig. II-38 Spectra of the Muscovite group minerals 

Pontual et al. (1997)より引用 
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図 II-39 端成分（吸収波長帯：2200nm 帯）解釈検討図 
Fig. II-39 Interpretation of the endmember of 2200nm absorption bands 

■：Sericite+Chlorite+（Jarosite？）

■：Sericite +（Chlorite? or Biotite?）

■：Sericite +（Chlorite？）

■：Sericite+（Chlorite？）

■：Sericite

■：Sericite

FeOH Chlorite

FeOH Biotite

Pontual et al. (1997)より引用 

2245nm の吸収

連続体除去表示 

2245nm の吸収

a) 主吸収 2200nm 帯の端成分 

c) 主吸収 2200nm 帯の端成分の再解釈 

b) ライブラリスペクトル 
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図 II-40 端成分再解釈による Hyperion SWIR 解析図 
Fig. II-40 Mapping result of Hyperion SWIR analysis using reinterpretation of the 

endmember of 2200nm absorption bands 

Cerro Perado周辺

■：Sericite+Chlorite

■：Chlorite or Epidote

■ ：Sericite

■■：Kaolinite

■ ■ ：Sericite+Chlorite

Phyllic帯

Advanced 
argillic帯

Argillic帯

Propylitic帯

変質中心

変質縁辺

■ ：Sericite+Biotite Potassic帯

■：Sericite+Chlorite

■：Chlorite or Epidote

■ ：Sericite

■■：Kaolinite

■ ■ ：Sericite+Chlorite

Phyllic帯

Advanced 
argillic帯

Argillic帯

Propylitic帯

変質中心

変質縁辺

■ ：Sericite+Biotite Potassic帯

a) El Salvador 鉱山周辺 

b) 端成分再解釈結果 

c) Cerro Perado 周辺の拡大図
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図 II-41 Hyperion SWIR―VNIR 解析結果比較図（エルサルバドール地域） 
Fig. II-41 Comparison between Hyperion SWIR and VNIR analysis results  

at El Salvador area 

El Salvador 鉱山 

Cerro Perado 

El Salvador 鉱山 

Cerro Perado 

■：Limonite？（or Goethite?)

■：Goethite

■：Goethite

■：Jarosite

■：Goethite

■：Hematite

■■：Kaolinite

■：Alunite, Kaolinite

■：Alunite

■■■■■■■：Sericite

■：Sericite+Chlorite

■■：Chlorite or Epidote

Hyperion SWIR 解析結果 Hyperion VNIR 解析結果 

Hyperion VNIR解析結果凡例

Hyperion SWIR 解析結果凡例

上段：El Carmen / Petronila 

Japones-Roberte 変質帯

中段：El Salvador 鉱山周辺

下段：グアナカ地域 



II－85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-42 Hyperion SWIR―VNIR 解析結果比較図（チュキカマタ地域） 
Fig. II-42 Comparison between Hyperion SWIR and VNIR analysis results  

at Chuquicamata area 

Hyperion SWIR 解析結果 Hyperion VNIR 解析結果 

上段：El Abra 鉱山周辺 

下段：Chuquicamata 鉱山

   周辺 

  

  

■：Kaolinite

■■■：Sericite

■：Sericite，Jarosite

■：Sericite，Chlorite

■：Chlorite， Epidote

■■■：Goethite

■：Hematite

■：Hematite？

Hyperion VNIR解析結果凡例

Hyperion SWIR 解析結果凡例

Chuquicamata 鉱山 

Radmiro Tomic 鉱山 

El Abra 鉱山 

Chuquicamata 鉱山 

Radmiro Tomic 鉱山 

El Abra 鉱山 



II－86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-43 Alejandro Hales 鉱床探鉱地域 Hyperion SWIR 解析図 
Fig. II-43 Hyperion SWIR result around the Alejandro Hales deposit 
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図 II-45 相平衡図及び鉱物安定関係図 
Fig. II-45 Phase diagram and mineral stability relation diagram 

図 II-44 珪酸塩鉱物の熱赤外域ライブラリスペクトル 
Fig. II-44 Library spectra of silicate minerals by thermal infrared region 

Phase diagram of alumino-silicate minerals 
(Hedenquist et al.,1998) 

Mineral stability relation diagram of 
Al2O3-SiO2-H2O system (Hemley et al.,1980) 

Albite 

Biotite 

Orthoclase 

Andalusite 



 
表 II-1 Hyperion データ解析結果総括表（エルサルバドール鉱山） 
Table II-1 Summary of Hyperion data analysis at El Salvador mine 

 

 変質ス

テージ 
変質分帯 

既存資料による主な変質鉱

物組合せ 
Hyperion データ解析結果 

Potassic Quartz，K-feldspar，Biotite Sericite，Kaolinite 

Propylitic Epidote，Chlorite，Calcite，
Sericite 

Sericite，Kaolinite，
（Sericite，Chlorite） 

Phyllic 
（Muscovite - 
Andalusite） 

Sericite，Andalusite，
Chlorite Sericite，Kaolinite 

初
期

～
中

期
～

後
期

 

Pyrophyllite 
overprint 

Pyrophyllite，Dickite，
Diaspore 

Kaolinite，Alunite，
Sericite 初

生
変

質
作

用
 

最
後

期
 

Advanced argillic Kaolinite，Alunite，
Andalusite Kaolinite，Alunite 

SW
IR

解
析

 

Low sulfide capping Non alteration  
Hematite – 

Goethite capping Hematite，Goethite Hematite，Gethite 

Altered jarosite 
capping 

Jarosite，Hematite，
Goethite 

Jarosite capping Jarosite 
Gethite，Jarosite 

二
次

富
化

作
用

 

溶
脱

キ
ャ

ッ
プ

の
形

成
 

Goethite capping Goethite Goethite 
V

N
IR

解
析

 
 

II－88 



 
表 II-2 ASTER データ解析結果総括表（El Salvador 鉱山） 

Table II-2 Summary of ASTER data analysis at El Salvador mine 
 

ASTER データ解析結果  変質ス

テージ 
変質分帯 

既存資料による主な

変質鉱物組合せ 発色 識別鉱物 

Potassic Quartz，K-feldspar，
Biotite 

白，黄，

赤，シア

ン 

（Sericite，Kaolinite，Chlorite），
（Sericite，Kaolinite），Kaolinite，
（Sericite，Chlorite） 

Propylitic Epidote，Chlorite，
Calcite，Sericite 

シアン，

青，黄，

赤 

（Sericite，Chlorite），Chlorite，

（Sericite，Kaolinite），Kaolinite 

Phyllic 
（Muscovite），（Muscovite 

- Andalusite） 

Sericite，Andalusite，
Chlorite 

黄，白，

赤 
（Sericite，Kaolinite）（Sericite，
Kaolinite，Chlorite），Kaolinite 

初
期

～
中

期
～

後
期

 

Pyrophyllite 
overprint 

Pyrophyllite，Dickite，
Diaspore 

黄，白，

赤 
（Sericite，Kaolinite）（Sericite，
Kaolinite，Chlorite），Kaolinite 初

生
変

質
作

用
 

最
後

期
 

Advanced argillic Kaolinite，Alunite 
赤，黄，

白 
Kaolinite，（Sericite，Kaolinite），
（Sericite，Kaolinite，Chlorite） 
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表 II-3 Hyperion データ解析結果総括表（Chuquicamata 鉱山） 

Table II-3 Summary of Hyperion data analysis at Chuquicamata mine 
 

 空間的

配列 
変質分帯 

既存資料による主な変質

鉱物組合せ 
Hyperion データ解析結果 

Phyllic 
（Quartz – Sericite） 

Quartz，Sericite ----- 

Phyllic over 
Potassic 帯（Sericite 

over Potassic） 

Quartz，Sericite，
K-feldspar，Biotite 

----- 

Potassic 
Quartz，K-feldspar，

Biotite 
----- 初

生
変

質
作

用
 

東
側

←
西

側
 

Propylitic（Chloritic） Chlorite Chlorite，Epidote 

SW
IR

解
析

 

二
次

富
化

作
用

 

酸
化

帯
 

（
溶

脱
キ
ャ

ッ
プ

）
 

Oxidation zone 
Limonite（Goethite），

Hematite 

 
 

Goethite 
 
 

V
N

IR
解

析
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表 II-4 ASTER データ解析結果総括表（Chuquicamata 鉱山） 

Table II-4 Summary of ASTER data analysis at Chuquicamata mine 
 

ASTER データ解析結果  空間的

配列 
変質分帯 

既存資料による主な変質

鉱物組合せ 発色 識別鉱物 
Phyllic 

（Quartz – Sericite） Quartz，Sericite 赤 Kaolinite 

Phyllic over 
Potassic 帯（Sericite 

over Potassic） 

Quartz，Sericite，
K-feldspar，Biotite 

黄，青，

白，赤 

（Sericite，Kaolinite），
Chlorite，（Sericite，

Kaolinite，Chlorite），
Kaolinite 

Potassic Quartz，K-feldspar，
Biotite 

白，青，

赤 
（Sericite，Kaolinite，
Chlorite），Chlorite，

Kaolinite 

初
生

変
質

作
用

 

東
側

←
西

側
 

Propylitic（Chloritic） Chlorite 青 Chlorite 
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表 II-5 既存鉱山及び変質帯における Hyperion 解析結果一覧表 

Table II-5 Summary of Hyperion data analysis by known mines and alteration zones 
 

初生変質作用（初生変質帯） 二次富化作用（溶脱キャップ） 
Hyperion SWIR 解析  Hyperion SWIR 解析 

 

既知鉱山及び変質帯 鉱物分布

図 
累帯配列 Potassic  Phyllic Advanced 

Argillic Propylitic 累帯配列 
Hematite- 
Goethite 
capping 

Jarosite 
capping 

Goethite 
capping 

既存 ---         --- --- --- --- --- --- --- ---El Carmen / Petronila 
Japones-Roberte 変質帯 

解析 有 － △ ○ ○ 有 ＋ ＋ ◎ 
既存 有 △ ○ ○ ○ 有 △ ○ ◎ 

El Salvador 鉱山 
解析 有 ＋ ○ ◎ ○ 有 △ ＋ ◎ 
既存 有 ○ － － ○ ---    --- --- ---

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ー
ル
地
域

 

グアナカ地域 
解析 有 － ＋ － ◎ 無 － － ＋ 
既存 有 △ ○ － ◎ ---   --- --- ○ 

El Abra 鉱山 
解析 有 － △ － ○ ？ － － ○ 
既存 ---         --- --- --- --- --- --- --- ---

Radomiro Tomic 鉱山 
解析 有 － ○ － ○ 有 ＋ － ◎ 
既存 有 ○ ○ － ○ ---   --- --- ◎ チ
ュ
キ
カ
マ
タ
地
域

 

Chuquicamata 鉱山 
解析 有 － △ － ○ ？ － － ＋ 

※◎：大規模，○：中規模，△：小規模，＋：わずかに分布する，－：分布しない，---：データ無し，？：判断不能 
※上記，各変質帯の規模の評価は鉱山あるいは変質帯毎の相対的なものである。 
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超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（イラン北西部地域） 

（要旨） 
 

本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱水

性鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し，

上記鉱床探査への超多バンド光学センサーデータの実用手法を提案することである。使用

データは分解能 30ｍの Hyperion データ 1 測線および比較参照用の ASTER データ 2 シ

ーンである。 
研究対象地域はイラン・イスラム共和国北西部に位置する Sahev Divan 地域と

Oghlandagh South 地域の 2 地域である。Sahev Divan 地域は，主に古第三紀の Karaj
累層の頁岩，凝灰岩および砂岩が分布し，NW-SE 方向に長径約 9 km，短径約 5 km の

大変質帯が確認されている。Oghlandagh South 地域は，主に新第三紀の火山岩類が分布

し，NW-SE 方向に長径約 16 km，短径約 7 km の大変質帯が確認されている。 
Hyperion データのスペクトル解析の結果，Saheb Divan 地域では，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイトおよびセリサイト（Al 型，Fe，Mg 型）からなる変質帯が抽出

された。各変質鉱物は層状に分布し，地域北東部から南西部に向かい，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイト，セリサイトの順に変化する累帯構造が確認された。これは，変

質帯の性状が北東側から南西側に向かって，酸性から中性へと変化することを示している。 
Oghlandagh south 地域では，明ばん石，カオリナイト，セリサイト（Al 型，Fe，Mg

型）からなる NW-SE 方向の変質帯が抽出された。変質帯の中心部に，明ばん石＋カオリ

ナイトからなる酸性変質帯が広く分布し，その外縁をカオリナイトとセリサイト(Al 型)が
取り囲んでいる。また，変質帯の東部には，セリサイト(Fe，Mg 型)がまとまって分布す

る。この結果は，変質帯が中心から周辺へ向かって，酸性から中性へと性状が変化してい

ることを示している。 
以上の結果，超多バンド光学センサーデータを用いた変質鉱物の識別とマッピングは，

鉱物資源探査において重要な情報を得ることが出来ることが明らかになった。 
今後，Hyperion 等の超多バンド光学センサーデータによる鉱物マッピングをより有効

に利用するためには，より正確な鉱物識別能力を検証や，ノウハウの蓄積が必要である。

そのためには，AVIRIS や HyMap 等の航空機搭載型センサーとの解析結果の比較や，多

様な地質状況における各種鉱物のマッピング結果の検証を積み重ねて行く必要がある。 
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Developing technique to determine the alteration minerals using hyperspectral data 
by optical sensor (Northwest Area of Islamic Republic of Iran) 

Abstract 
 

The purpose of the study is to propose the analytical technique and interpretation 
method to extract the alteration zone of the porphyry copper and epithermal deposits 
using the hyperspectral data. The data analyzed in this study is one line of Hyperion 
data, and two scenes of ASTER data used for comparison. 

Two study areas are Saheb Divan area and Oghlandah South area and both are 
located in the state of Azarbayjan-e-Sharqi in the northwestern part of Iran. The 
Saheb Divan area is principally composed of shale, tuff and sandstone of Karaj 
Formation in Paleogene, and a large alteration zone of dimension about 9 km×5 km  
extends in an NW-SE direction. The Oghlandah South area is located about 20 km 
south of the Saheb Divanarea. This area is composed of Neogene volcanic rocks, and a 
large alteration zone of dimension about 16 km×7 km extends also in an NW-SE 
direction. 

From the analytical results of Hyperion data of Saheb Divan area, pyrophyllite, 
alunite, kaolinite and sericite (Al and Fe, Mg type) are mapped. Those alteration 
minerals are stratified, and the alteration zone comprised of pyrophyllite, alunite, 
kaolinite and sericite in that order extends from northeast to southwest. It suggests 
that pH of hydrothermal fluid grades from acidic to neutral in the said direction from 
the northeast to southwest. The mapping results of Oghlandah South area shows that 
alunite, kaolinite and sericite (Al and Fe, Mg type) are discriminated in the alteration 
zone in an NW-SE direction. The center of the acidic alteration is largely made up of 
alunite+kaolinite, and its periphery is formed of kaolinite and sericite (Al type). And 
sericite (Fe, Mg type) is mostly found in the eastern part of the acidic alteration zone. 
This alteration zoning suggests that pH of hydrothermal fluid grades from acidic to 
neutral going outward from the center. 

As a result of the above analyses, it is concluded that the mineral mapping using the 
hyperspectral data can provide important information for the mineral exploration. 
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III-1. 研究目的 

本研究の目的は，超多バンド光学センサーデータを利用した斑岩銅鉱床および浅熱水

性鉱床に関連した変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し，

上記鉱床探査への超多バンド光学センサーデータの実用手法を提案することである。 
 
III-2. 研究概要 

研究対象地域はイラン・イスラム共和国北西部に位置する Sahev Divan 鉱徴地と

Oghlandagh south 鉱徴地の 2 地域である。解析に使用する超多バンドデータは

Hyperion データ 1 シーンで，この他に比較参照用データとして ASTER データ 2 シーン

を使用した。 
 

III-2-1. データ処理 

Hyperion データおよび ASTER データの解析は米国 Research System 社の ENVI 
ver.4.1 ソフトウエアを使用して，以下の要領で行った。研究対象地域を図 III-1，III-2
および III-3，データ解析結果を図 III-4～III-14 に示す。 

(1) データ前処理 

Hyperion データ解析の前処理として，ENVI プラグインツールである FLAASH
（Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes）ver.1.6 を使用して

大気補正を行った。 

(2) Hyperion データ解析 

ENVI ツールを使用して Hyperion ハイパースペクトルデータの解析を行い，変質鉱物

を抽出しマッピングした。解析手順は，スペクトル解析により端成分鉱物を抽出して，

SFF（Spectral Feature Fitting）分類法により変質鉱物のマッピングを行った。 

(3) ASTER データ解析 

ENVI により ASTER データの解析を行い，フォールスカラー画像，比演算処理画像，

主成分分析画像を作成した。 
 
III-2-2. 評価・検討 

変質帯を抽出するための最適な解析手法，マッピング結果の精度および解析結果の地

質学的解釈について検討する。金属鉱床探査における超多バンド光学センサーデータ利用

の長短所，優位性および限界を示し，今後の課題等を明らかにする。 
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III-3. 研究対象地域 

研究対象地域はイラン・イスラム共和国の北西部に位置する Saheb Divan 地域と

Oghlandagh south 地域である。両地域は Hyperion の 1 シーン（幅約 7.6 km，長さ 90 
km）の北部と南部に含まれる。 
 
III-3-1. 地域概要 

(1) Saheb Divan 地域 
本地域は，カスピ海南西岸のアルメニア共和国およびアゼルバイジャン共和国との国

境に近いイランの北西部に位置し，主要都市 Tabriz から東北東へ約 130 km の距離にあ

る。植生は少なく河川に沿って分布する。Tabriz での年間降水量は約 300mm である。 
 
(2) Oghlandagh south 地域 
本地域は Saheb Divan 地域の南 50 km，Tabriz から東へ約 110 km の距離に位置する。

植生は少なく河川に沿って分布する。 
 

III-3-2. 地質・鉱床概要 

対象地域は，アラビア・プレートとユーラシア・プレートの境界にあたり，北西－南

東方向に伸びるザグロス断層で接している。対象地域を含む周辺の地質は，古第三紀の

Karaj 累層の安山岩，凝灰岩，頁岩等を主体とし，新第三紀の火山岩類，古第三紀の花崗

岩類の貫入岩体が分布している。地質の分布は，ザグロス断層に沿う北西－南東方向であ

る。イラン北西部は，多くのベースメタル鉱床が分布する古テチス海の収束域に含まれる。

対象地域周辺のアルメニア共和国およびアゼルバイジャン共和国からイラン・イスラム共

和国にかけては，Kajaran 鉱床，Agarak 鉱床，Sungun 鉱床等の斑岩銅鉱床帯が存在す

る。この斑岩銅鉱床帯はイラン南東部の Sar Cheshmeh 鉱床，Meiduk 鉱床等を通り，

パキスタンの Saindak 鉱床，Reko Diq 鉱床まで連続している。 
 

(1) Saheb Divan 地域 
本地域は，主に古第三紀の Karaj 累層の頁岩，凝灰岩および砂岩が分布し，NW-SE

方向に長径約 9 km，短径約 5 km の大変質帯が確認されている。また，周囲には小規模

な変質帯を伴う。現地調査では変質鉱物として，カオリナイト，明ばん石が確認されてお

り，多くの石英脈も多く見られることから，浅熱水性の環境であったと推測されている。 
 

(2) Oghlandagh south 地域 
本地域は，主に新第三紀の火山岩類分布し，NW-SE 方向に長径約 16 km，短径約 7 

km の大変質帯が確認されている。また，周囲には小規模な変質帯を伴う。現地調査では

変質鉱物として，白色変質，珪化が強くカオリナイトや明ばん石が確認されている。また，
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ネットワーク状の石英脈等も認められている。 
 

III-4. 使用データ 

本研究で使用したリモートセンシングデータは Hyperion データおよび ASTER データ

の 2 種類である。解析対象は Hyperion データであり，ASTER は比較参照用のデータで

ある。 
 
(1) Hyperion データ 
1) 仕様 
総バンド数：242 バンド：355～2,577 nm 
可視近赤外域（VNIR）：バンド 1～70：355～1,057  nm 
短波長赤外域（SWIR）：バンド 71～242：851～2,577  nm 

利用可能バンド数：196 バンド（バンド 8～56，バンド 78～224）：426～2,395  nm 
測線長： 2 14.5 km，刈り幅：7.5 km，分解能：30 ｍ 

2) 数量 
1 シーン 
データ ID：EO1H1670332004248110PZ 
ピクセル数：256 sample×7,150 line 

 
(2) ASTER データ 

2 シーン Granule ID  : ASTL1B 0206110745030212041051 
   : ASTL1B 0206110745030212041051 
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III-5. データ処理 

Hyperion データおよび ASTER データの解析は Research System 社の ENVI ver.4.1
ソフトウエアを使用して行った。 
 
III-5-1. Hyperion データ前処理 

Hyperion データの前処理として，バンドの選択，大気補正および幾何補正を行った。 
(1) バンドの選択 

EO-1 User Guide (v.2.3)に従って，大気補正を行う前に良質なバンドを選択した。 
Hyperion データは 242 バンドからなるが，データが記録されていないバンドが波長帯

の両端側にあり，さらに VNIR データと SWIR データとの間（851～1,057 nm）に重複

するバンドがある。前者はバンド 1～7（355～416 nm）およびバンド 225～242（2405
～2,577 nm），後者はバンド 57～77 であり，これらのバンドを除外した総バンド数 196
バンド（426～2,395 nm）のデータセットを作成した。 
(2) データの切り出し 
大気補正前に，計算の効率化を図るために対象地域を含む領域の切り出しを実施した。

切り出しの範囲は，2～256 sample，1,300～4,300 line の範囲である。 
(3) 大気補正 
画像データの大気補正は ENVI プラグインツールである FLAASH（Fast Line-of-sight 

Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes）version1.6 を使用して行った。 
FLAASH ではハイパースペクトルのラディアンスデータから大気放射伝導の高精度な

モデルを作り本来の地表面の反射を推定している。ハイパースペクトルデータはピクセル

ごとに異なる大気中水蒸気の吸収バンドを持つため，FLAASH の大気補正ではピクセル

毎に計算処理が行われる。 
FLAASH モジュールは米国空軍研究所（U.S. Air Force Research Laboratory）の支援

により Spectral Sciences 社によって MODTRAN をベースとして開発され，

MODTRAN4 の放射伝達コードが組入れられている。さらに，隣接効果（地表反射ラデ

ィアンスの散乱によるピクセルミキシング）の補正，雲の存在のような大気状態を処理す

る非常に高度な手法，スペクトルのポリッシングなどの解析が実施される。 
大気補正により，大気中水蒸気の大きな吸収域に相当するバンド 121～127（1,356～

1,416 nm）およびバンド 166～179（1,810～1,941 nm）のデータを除外した。この結果，

総バンド数が 175 バンド（426～2,395 nm）のデータセットを作成した。 
(4) 対象地域の切り出し 

Sahev Divan 鉱徴地と Oghlandagh south 鉱徴地の 2 地域について解析を実施する前

に，各地域のデータの切り出しを行った。切り出しの範囲は，Sahev Divan 鉱徴地が 2～
256 sample，1,799～2,200 line，Oghlandagh south 鉱徴地が 2～256 sample，3,329～
3,800 line の範囲である（図 III-2，3 参照）。 
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III-5-2. Hyperion データ解析手法 
Hyperion データを解析していく初期段階で，データ全般にノイズが多く，不良データ

が存在することが判明した。不良データおよびノイズはスペクトル解析に不利であるため，

これらのデータを除去して解析を行った。 
 
(1) 解析前処理 

Hyperion 各シーン（各地域）共通に以下の前処理を行った。 
・バンドの選択（III-5-1.(1)参照） 
・大気補正（III-5-1.(3)参照）：解析対象となる 175 バンド（426～2,395 nm）のデー

タセットを作成した。 
・解析範囲の切り出し（III-5-1.(2)，(4)参照）：対象とする 2 つの鉱徴地のデータを切

り出して解析データとした。 
・不良バンドの識別：各バンドのグレースケール画像および全バンドのスペクトルパ

タンに基づき，ノイズの多い不良なバンドを識別した。この結果，バンド 93～
101（1,356～1,437 nm）およびバンド 138～153（1,810～1,962 nm）各データは

解析に使用しないこととした。なお，これらのバンド群は大気中の水蒸気の吸収

域周辺に相当するバンドである。 
・植生のマスク：植生量を表す値としてバンド 46（885 nm）/バンド 24（661 nm）の

比を計算して，ヒストグラムに従いシキイ値を決めて，値の大きなピクセルをマ

スクデータとした。 
・雲のマスク：Oghlandagh south 鉱徴地のシーン北東部の一部に雲が存在するため，

バンド 3（447 nm）/バンド 58（1,003  nm）の比を計算して，ヒストグラムに従

いシキイ値を決めて，値の大きなピクセルをマスクデータとした。 
 
(2) 解析使用バンド 
変質鉱物の抽出においては，短波長赤外域の 2,000～2,500 nm が重要なデータ範囲で

ある。本解析では，初めにバンド 166～191（2,092～2,345 nm）のデータの切り出しを

行った。Hyperion では，当該波長域にノイズを多く含むことが多く，ノイズの影響によ

り端成分スペクトルの抽出が困難な場合が多い。その場合，対象とする鉱物が持つ特徴的

な吸収スペクトル位置を最小限カバーするバンドに対してのみ解析を行うことによって，

ノイズの影響を少なくするなどの工夫が必要である。本地域では，変質鉱物の持つスペク

トルの吸収が深く，ノイズによる影響が比較的少ないために，前述のバンド（166～
191）による端成分スペクトルの抽出結果と，鉱物種毎にバンドを限定した場合の端成分

スペクトルの抽出結果に違いは見られなかった。そのため，端成分スペクトルの抽出はバ

ンド 166～191（2,092～2,345 nm）を用いて行った。 
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(3) スペクトル解析（端成分抽出手法） 
端成分鉱物の抽出はハイパースペクトルデータの解析に一般的に適用される以下の手

順に従った。 
・MNF（Minimum Noise Fraction）変換：データノイズを分離し，多次元画像デー

タから本質的な次元データを抽出して，データ次元数を減らす。 
・PPI（Pixel Purity Index）解析：MNF の結果からスペクトル的に最も純粋な（より

単一な成分，すなわち端成分に相当する）ピクセルを抽出する。解析結果の PPI 値

が大きいほどより純粋なピクセルであることを表す。 
・多次元相関図（n-Dimensional Visualizer）解析：多次元相関図ツールを使用して，

PPI 解析で選択された純粋なピクセルを表示させ，端成分スペクトルを抽出する。 
・スペクトル解析（Spectral Analysis）：抽出された端成分スペクトルと USGS ライブ

ラリスペクトルを比較した解析結果（ライブラリマッチング）のスコア値に基づき，

スペクトル的に調和する鉱物を選択して，端成分鉱物とする。 
 
(4) マッピング手法 
上述のスペクトル解析によって抽出された端成分鉱物のピクセルを教師として SFF

（Spectral Feature Fitting）分類法を用いてマッピングを行った。SFF 解析では各ピク

セルについて，端成分スペクトルと適合させたときの倍率を表す Scale 値と端成分スペク

トルとの二乗平均平方根誤差を表す RMS（Root Mean Square）誤差の値が算出される。

すなわち，Scale 値が高く，RMS 誤差値が低いピクセルが端成分スペクトルと良い類似

性を示すピクセルである。ここで，Fit 値=Scale 値/RMS 誤差値とする Fit 画像を作成す

ることにより，端成分スペクトルに類似したピクセルの分布，すなわち対象とする端成分

のマッピング結果を得ることができる。マッピングの際には，Fit 値のヒストグラムの変

曲点等の統計学的な見地に従って，鉱物別にシキイ値を設定した。 
SFF 分類法はスペクトル吸収位置と深さのフィッティングを重要視することから，ノ

イズ成分が信号成分に対して与える影響が大きい場合には誤抽出の可能性が高くなる。そ

のため，事前解析として，SAM（Spectral Angle Mapper）分類を使用したマッピングの

検討も実施した。その結果，SAM 分類法に比べて SFF 分類法によるマッピング結果の

方が良い結果を得られたため，本解析では SFF 分類法を用いた。対象地域の端成分スペ

クトルは，吸収位置が明瞭かつ深いためにノイズによる影響が少なく，SFF 分類法で良

いマッピング結果を得られたものと考えられる。 
 

(5) セリサイトの組成変化 
セリサイトは，Al-OH により 2,200 nm 付近にスペクトル最大吸収位置を持つ。セリ

サイトは Al とそれを置換する Mg や Fe などを含有し，含有する Mg や Fe が多い場合に

は 2,200 nm よりも長波長側へシフトし，逆に Al が占める割合が多い場合には短波長側
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へシフトする。上記の（3）を用いた端成分スペクトル抽出の結果では，吸収位置がバン

ド 176（2,193 nm）とバンド 177（2,203 nm）のものの 2 種類にセリサイトを区別でき

た。ここで，他のバンドに吸収スペクトルを持つセリサイトを識別可能かどうか検討する

ために，バンド演算によって以下の 4 つのスペクトル吸収位置のセリサイトの有無を確

認した。 
略 称 スペクトル吸収位置  

セリサイト１（sericite 1） 2,193 nm  
セリサイト２（sericite 2） 2,203 nm  
セリサイト３（sericite 3） 2,213 nm  
セリサイト４（sericite 4） 2,224 nm  

 
スペクトル吸収深さの算出方法は次のとおりである。 
・解析対象として 2,092～2,345 nm のバンドを取り出す。 
・連続体除去（Continuum Removal）処理を行う 
・4 箇所の吸収位置（2,193，2,203，2,213，2,224nm）で下式に従いスペクトル吸収

深さを計算する。あるバンドの深さは，波長の長短両側に 2 バンド前後したバンド

の値からの差分に相当する。 
計算式 ： バンド[n]の深さ＝バンド[n-2]＋バンド[n+2]－2×バンド[n] 

・スペクトル吸収深さの値のヒストグラムに従いシキイ値を決めて，値が大きなもの

だけを選択する。すなわち，吸収が浅いものは除外する。 
 
以上の手法で，セリサイトの組成変化による識別を試みたが，端成分スペクトルの抽

出結果と同様に，セリサイト 1（Al 型）および 2（Mg，Fe 型）以外は識別することはで

きなかった。したがって，本地域には上記のセリサイト 3 および 4 は分布していないも

のと考えられる。最終的なセリサイトのマッピングには，(3)で得られた端成分スペクト

ルを用いた SFF 分類法によって行った。 
 
 

III-5-3. Hyperion データ処理の手順 
対象地域の変質の特性およびデータノイズ状況を考慮して，地域別かつ抽出対象の鉱

物種類別に以下の手順で Hyperion データの解析を行った。 
 
(1) Saheb Divan 地域 
下記手順に従い 6 種類の鉱物（セリサイト（組成変化 2 種類），パイロフィライト＋明

ばん石，明ばん石＋カオリナイト（2 種類），カオリナイト）を抽出し，マッピングした。 
・2,113～2,254 nm の解析対象バンドの切り出し（15 バンド） 
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・植生をマスク 
・スペクトル解析（III-5-2.(3)参照） 
・端成分スペクトルの識別と選択 
・上記の端成分スペクトルを教師とした SFF 分類によるマッピング 

 
(2) Oghlandagh south 地域 
下記手順に従い 6 種類の鉱物（セリサイト（組成変化 2 種類），緑泥石，明ばん石＋カ

オリナイト（2 種類），カオリナイト）を抽出し，マッピングした。 
・植生と雲をマスク 
・スペクトル解析（III-5-2.(3)参照） 
・端成分スペクトルの識別と選択 
・上記の端成分スペクトルを教師とした SFF 分類によるマッピング 

 

III-5-4. Hyperion データ解析結果 
Saheb Divan 地域の解析関連図を図 III-4～III-6，Oghlandagh south 地域の関連図を

図 III-7～III-9 に示す。 
 
(1) Saheb Divan 地域 

Hyperion（1 シーン）のフォールスカラー画像および ASTER 解析結果（金属鉱業事

業団，2004）から，変質鉱物が集中して分布する Saheb Divan 鉱徴地を含む範囲を最終

的な解析対象範囲とした。この範囲の既存地質図，フォールスカラー画像，MNF 変換処

理画像，および変質鉱物分布図をそれぞれ図 III-4～6 に示す。 
本地域は，主に古第三紀の Karaj 累層の頁岩，凝灰岩および砂岩が分布し（図 III-4 左

図），NW-SE 方向に長径約 9 km，短径約 5 km の浅熱水性変質帯が存在する。この変質

帯は，RGB にそれぞれ 854 nm，579 nm，508 nm を与えたフォールスカラー画像では

白色～明褐色を呈する。しかし，同画像では第四紀の火山灰層も同様に反射率が高く，変

質帯との識別は困難である。RGB にそれぞれ 2,204 nm，1,649 nm，549 nm を与えた

短波長赤外域データを用いたフォールスカラー画像では，変質帯が明青色～明黄色を示し，

全体に明るく発色するため，変質帯の分布域を良く表現している。また，短波長赤外域デ

ータの MNF 変換結果のバンド 3，バンド 2，バンド 1 に RGB を与えた合成画像（図

III-5 右図）が地質および変質を良く表現しており，変質帯内部の累帯構造をより明瞭に

表している。この MNF 変換画像において，赤色，緑色系は酸性変質，白色，水色系はセ

リサイト変質に相当する。また，黄色系は第四紀の火山灰層に相当する。 
鉱物分布では，地域中央部に大きい変質帯が存在し，WNW-ESE 方向に明瞭な累帯構

造が確認できる。また，地域の北東部にも主にカオリナイト＋明ばん石からなるまとまっ

た変質帯が存在する。中央部の変質帯は，北東側にパイロフィライト＋明ばん石，明ばん
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石＋カオリナイトの WNW-ESE 方向に広い幅を持つ分布とそれに斜交する NW-SE 方向

の分布が確認できる。これは，地域の地質構造と断裂系の方向を反映したものだと考えら

れる。パイロフィライト＋明ばん石の分布は，明ばん石＋カオリナイトに伴い，主に地域

の東部で NW-SE 方向に細い帯状に分布する。セリサイトは南西側に分布しており，

WNW-ESE 方向に帯状に分布する。両者の中間にはカオリナイトが広く分布している。

セリサイト（Fe，Mg 型）の分布域の中央部には，セリサイト（Al 型）が細い帯状に分

布している。 
以上のように，本地域では変質帯の累帯構造が確認でき，北東に酸性変質帯，南西に

セリサイト変質帯が分布する。これは，変質帯の性状が北東側から南西側に向かって，酸

性から中性へ変化することを示している。 
 

(2) Oghlandagh south 地域 
Hyperion（1 シーン）のフォールスカラー画像および ASTER 解析結果（金属鉱業事

業団，2004）から，変質鉱物が集中して分布する Oghlandagh south 鉱徴地を含む範囲

を最終的な解析対象範囲とした。本地域は Saheb Divan 地域の約 40km 南方に位置する。

この範囲の既存地質図，フォールスカラー画像，MNF 変換処理画像，および変質鉱物分

布図をそれぞれ図 III-7～9 に示す。 
本地域は，主に新第三紀の安山岩～粗面安山岩溶岩が分布し（図 III-7 左図），NW-SE

方向に長径約 16 km，短径約 7 km の浅熱水性変質帯が存在する。現地調査では変質鉱物

として，白色変質，珪化が強くカオリナイトや明ばん石が確認されている。この変質帯は，

RGB にそれぞれ 854 nm，579 nm，508 nm を与えたフォールスカラー画像では白色～

明褐色を呈する。RGB にそれぞれ 2,204 nm，1,649 nm，549,nm を与えた短波長赤外

域データを用いたフォールスカラー画像では，変質帯が白～明青色～明黄色を示し，全体

に明るく発色する。また，短波長赤外域データの MNF 変換結果のバンド 3，バンド 2，
バンド 1 に RGB を与えた合成画像（図 III-8 右図）は地質および変質を良く表現してお

り，変質帯の中心を明瞭に表している。この MNF 変換画像において，黄色，黄緑系は酸

性変質，青色水色系はセリサイト変質に相当する。また，赤色系は安山岩類に相当する。 
鉱物分布では，地域中央部に NW-SE 方向に明ばん石＋カオリナイトからなる，大規模

のまとまった変質帯が確認でき，その周辺にはカオリナイトとセリサイト（Al 型）が分

布する累帯構造がみられる。また，地域の南東部にも小規模ながら，主に明ばん石＋カオ

リナイトからなる 2 つのまとまった変質帯が存在する。セリサイトは明ばん石＋カオリ

ナイト変質帯の東側に広く分布しており，主に Fe，Mg 型のセリサイトからなっている。

本地域では，上記の変質帯の周囲に緑泥石の分布が確認できるが，ノイズの影響が大きく

明瞭ではない。 
以上のように，本地域では変質帯の累帯構造が確認でき，中央部に北東伸びる酸性変

質帯が分布し，中心部は明ばん石＋カオリナイト，その周囲をカオリナイトが取り囲む。
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酸性変質帯の外縁部にはセリサイト（Al 型)が分布し，東側にセリサイト（Fe，Mg 型）

変質帯が広く分布する。さらに，地域全体に緑泥石が分布している。この結果は，変質帯

が中心から周辺へ向かって，酸性から中性へと性状が変化していることを示している。セ

リサイトの組成変化も温度条件を反映したものであり，酸性変質帯に隣接する高温域で

Al 型，低温域で Fe，Mg 型が卓越するものと考えられる。 
 

III-5-5. ASTER データ解析結果 
各地域の Hyperion データ解析範囲に相当する ASTER データを切出して解析を行い，

以下の 4 種類の画像を作成した。 
・フォールスカラー画像：RGB＝バンド 3，バンド 2，バンド 1 
・フォールスカラー画像：RGB＝バンド 4，バンド 6，バンド 8 
・比演算処理画像：RGB＝バンド 4／バンド 6，バンド 5／バンド 6，バンド 5／バン

ド 8 
・主成分分析画像：R＝バンド 1・4・5・７を使用した主成分分析結果からバンド 5 に

吸収を示すバンドを選択 
G＝バンド 1・3・5・6 を使用した主成分分析結果からバンド 6 に

吸収を示すバンドを選択 
B=バンド 1・3・5・6 を使用した主成分分析結果からバンド 8 に

吸収を示すバンドを選択 
研究対象地域には，ASTER のバンド 5 にスペクトル吸収をもつパイロフィライトと明

ばん石からなる酸性変質，バンド 6 に吸収をもつセリサイトからなるフィリック変質，

バンド 8 に吸収をもつ緑泥石と緑れん石からなるプロピリティック変質の大きく 3 種類

の変質が存在する。したがって，バンド 5，バンド 6 およびバンド 8 のスペクトル吸収を

検出するような上記の解析手法を適用した。 
 
(1) Saheb Divan 地域 
解析結果の画像を図 III-10 に示す。 
図 III-10 左上図のフォールスカラー画像（RGB:321）では，変質帯が白色～淡緑色で

表される。図 III-10 右上図のフォールスカラー画像（RGB:461）では，変質帯の分布が

明瞭に識別可能で，白色～淡桃色で表される。比変質部は暗灰色～暗青灰色を呈する。 
図 III-10 左下図の比演算処理画像では，酸性変質は赤色～朱色，セリサイト変質は黄

色で表され，変質帯は非常に明瞭に識別される。Hyperion で識別されたパイロフィライ

ト＋明ばん石および明ばん石＋カオリナイトは赤色で表されている。 
図 III-10 右下図の主成分分析画像では，酸性変質は朱色で表される。セリサイト変質

は緑色～黄緑色で表されるが，全体に不明瞭である。非変質部は赤色，青色または青緑色

で表され，地質の違いを反映している。 
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以上の結果から，本地域の変質を最も良く表現しているのは，比演算処理画像である。 
 
(2) Oghlandagh south 地域 
解析結果の画像を図 III-11 に示す。 
図 III-11 左上図のフォールスカラー画像（RGB:321）では，変質帯が白色～淡緑色で

表される。図 III-11 右上図のフォールスカラー画像（RGB:461）では，変質帯の分布が

明瞭に識別可能で，白色～淡桃色で表される。比変質部は暗灰色～暗青灰色を呈する。 
図 III-11 左下図の比演算処理画像では，明ばん石＋カオリナイト変質は明赤色～朱色，

カオリナイト変質は黄色，セリサイト変質は黄色～淡黄色で表され，変質帯は非常に明瞭

に識別される。 
図 III-11 右下図の主成分分析画像では，酸性変質は朱色で表される。セリサイト変質

は黄緑色～淡緑色で表される。非変質部は赤色，青色または青緑色で表され，地質の違い

を反映している。 
以上の結果から，本地域の 3 種類の変質を最も良く表現しているのは，比演算処理画

像である。 
 

III-5-6. 地区別まとめ 
各地区別に解析結果のまとめ，ASTER データとの比較を以下に記す。 

 
(1) Saheb Divan 地域 

ASTER の比演算処理画像と Hyperion の鉱物マッピング図を図 III-12 上図，

Hyperion データ解析の総括図を図 III-13 に示す。 
Hyperion 鉱物分布では，地域中央部に大規模の変質帯が存在し，WNW-ESE 方向に

明瞭な帯状の累帯構造が確認できる。変質帯は北東側から南西側に向かい，パイロフィラ

イト＋明ばん石および明ばん石＋カオリナイトからなる酸性変質帯，カオリナイトからな

る酸性変質帯，セリサイト（Fe，Mg）からなるセリサイト変質帯が分布する。これは，

変質帯形成時に北東側から南西側に向かい，熱水の温度が低下すると同時に pH が酸性か

ら中性に変化したことを表していると考えられる。パイロフィライト＋明ばん石は，主に

地域の北東部で NW-SE 方向の帯状の分布が確認でき，断裂系の方向を反映したものだと

考えられる。セリサイト（Al 型）は，セリサイト（Fe，Mg 型）の分布域の中央部に円

弧状に細く分布する。 
ASTER の比演算処理画像（図 III-12 左上）では，パイロフィライトと明ばん石に富

む分布域が赤系色に発色している。これはパイロフィライトと明ばん石によるバンド 5
の吸収を反映したものであるが，Hyperion の鉱物マッピング結果ほど詳細な識別は出来

ない。セリサイトは ASTER のバンド 6 に吸収があるため，比演算処理画像では黄色系

の発色を示すが，カオリナイトとの識別は難しい。一方，Hyperion の鉱物マッピングで
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はセリサイトとカオリナイトを識別でき，さらにセリサイトを Al 型と Fe，Mg 型の 2 種

に分類することが出来た。 
 
(2) Oghlandagh south 地域 

ASTER の比演算処理画像と Hyperion の鉱物マッピング図を図 III-12 下図，

Hyperion データ解析の総括図を図 III-14 に示す。 
Hyperion 鉱物分布では，地域中央部に NNW-SSE 方向に明ばん石＋カオリナイトか

らなる，大規模のまとまった変質帯が確認でき，その周辺にはカオリナイトとセリサイト

（Al 型）が分布する累帯構造がみられる。セリサイト（Fe，Mg 型）は，明ばん石＋カ

オリナイト変質帯の東側に広く分布している。これらの変質帯の周辺には，緑泥石の分布

が確認できるが，ノイズの影響が大きく明瞭ではない。この結果から，変質帯形成時に変

質帯中心から周辺へ向かい，熱水の温度が低下すると同時に pH が酸性から中性に変化し，

周辺の安山岩類は広くプロピライト変質を受けていると考えられる。セリサイトの組成変

化も温度条件を反映したものであり，酸性変質帯に隣接する高温域で Al 型，低温域で Fe，
Mg 型が卓越するものと考えられる。 

ASTER の比演算処理画像（図 III-12 左下）では，明ばん石＋カオリナイト変質は明

赤色～朱色，カオリナイト変質は黄色，セリサイト変質帯は黄色～淡黄色で表され，変質

帯は明瞭に識別される。明ばん石を含む地域は，バンド 5 の吸収を反映して赤系色に発

色しており識別は容易だが，植生分布域が赤紫色に発色しているため，Hyperion の鉱物

マッピング結果ほど詳細な識別は出来ない。セリサイトは ASTER のバンド 6 に吸収が

あるため，比演算処理画像では黄色系の発色を示す。Hyperion の鉱物マッピング結果と

の比較から，セリサイト（Fe，Mg 型）はバンド 5，6 および 8 の若干の違いを反映して

黄緑色に発色するが，その分布は不明瞭である。  
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III-6. 評価・検討 

 
(1) 変質帯抽出の解析手法 
超多バンド光学センサーデータを用いた解析では，多バンドかつ高スペクトル分解能

データという特徴を利用した，LANDSAT TM や ASTER 等のマルチスペクトル・デー

タの解析手法とは異なる手法が確立されている（III-5-2. (3)）。しかし，解析対象地域毎

に変質帯の特徴（変質鉱物組合せ）やデータの品質，露頭の割合，風化の程度，植生等の

条件は大きく異なる。したがって，対象とする地域毎に適切な前処理や解析を検討する必

要があり，それらを十分に検討することによって解析結果の精度を向上することが可能で

ある。 
本研究では，解析前処理において次のような工夫をした。 
・ノイズが多いバンドを識別して，それらを解析から除外した。 
・植生，雲のマスキング 
・適切な端成分スペクトルの抽出 
・マッピング手法の検討 
以上の前処理と予備解析を行い，最終的な変質鉱物のマッピングを行った。 

 
(2) マッピング精度の評価 
本地域では，既存鉱床が無く，詳細な地質図や変質帯図等のデータが存在しないため，

Hyperion データ解析により抽出された変質鉱物の種類および変質鉱物マッピングの結果

に対して正確な評価を行うことは難しい。しかし，現地調査（金属鉱業事業団，2004）
による調査地点のデータと Saheb Divan 地域および Oghlandagh south 地域の変質鉱物

マッピング結果は非常に良く一致していることを確認した。また，マッピングの結果は，

明瞭に変質帯の分布と変質分帯を捉えていることから，現地調査地点以外でも正確に鉱物

の分布を捉えている可能性が高いと考えられる。以上から，本研究によるマッピング結果

により，既存データが少ない地域や未知の地域の探査において超多バンド光学センサーデ

ータを用いた解析を行うことは，非常に有効な手法であるといえる。 
 
(3) 超多バンド光学センサーデータの長所・短所 

ASTER データ解析結果と Hyperion データ解析結果の比較から，超多バンド光学セン

サーデータの長所と短所は以下のようにまとめられる。 
 
1) 長所 
・スペクトル分解が高く，識別可能な鉱物種が多い。 
・組成変化がスペクトル吸収に現れる鉱物の場合，その変化を把握することができる。 
・より細かく鉱物を識別できるため変質分帯が可能となり，鉱床探査に有効である。 
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2) 短所 
・Hyperion では熱赤外域を観測できないため，当該波長域にスペクトル特徴を持つ

鉱物（特に珪酸塩鉱物）を識別することができない。 
・Hyperion は，バンド域によっては非常にノイズが多い場合があり，高スペクトル

分解能を生かした解析が難しい。 
 
(4) 超多バンド光学センサーデータを利用した地質学的解釈方法 
超多バンド光学センサーデータ解析から様々な地質学的解釈が可能となる。以下に，

解析により得られる結果と解釈の例を示す。 
・地層，岩相の分布：非変質の岩石においても，超多バンド光学センサーデータを用

いることによって，多バンド光学センサーと比べて詳細な岩相マッピングを行うこ

とができる。その結果，より詳細な地質構造も捉えることができる。 
・変質帯の分布：変質帯の分布域をと捉えることができ，特定の地層や岩相との関係

を明らかにすることによって，鉱床探査において探査指針の検討の際の重要なデー

タとすることができる。 
・変質分帯：変質鉱物の累帯配列が鉱物生成時の温度構造を表しているため，変質帯の

中心には関連火成岩の存在が推定される。また，変質帯の方向や形状から，断層，断

裂，構造的弱線の方向を類推することができ，変質時の地質状況を推測することがで

きる。 
・総合解釈：上記の地質，地質構造および変質（規模，タイプ等）を総合的に解釈する

ことによって，鉱床探査ターゲットの絞込みが可能となる。 
 
(5) 斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床探査への優位性および限界 
斑岩銅鉱床や浅熱水性鉱床探査においては，地表の変質帯の分布，変質鉱物の種類お

よび変質分帯を捉えることは非常に有益である。超多バンド光学センサーデータ解析では，

多バンド・データと比較してより多種の変質鉱物の正確な識別が可能である。そのため，

超多バンド光学センサーデータ解析結果は，鉱床探査において非常に有益な情報をもたら

す。 
超多バンド光学センサーデータの限界は，センサーの種類によっても異なり，観測波

長域，スペクトル分解能，空間分解能，データの S/N 比などの性能に左右される。一般

に，センサーの観測波長域が広く，スペクトル分解能，空間分解能および S/N 比が高く

なるにしたがって，より精度が良く詳細なマッピングを多種類の鉱物について行うことが

できる。斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床探査では，特に粘土鉱物のマッピングが重要となる。

その際，パイロフィライト，明ばん石，カオリナイトおよびセリサイトの識別には 20 
nm 以下のスペクトル分解能が必要となる。一方，空間分解能については，対象とする変

質帯の規模によって必要な性能は異なり，小規模の変質帯で分帯を行うには，より高い空
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間分解能が必要となる。 
 
(6) 斑岩銅鉱床と浅熱水性鉱床探査への利便性 
斑岩銅鉱床は比較的広い変質帯をもち，普遍的な変質分帯を形成することが良く知ら

れており，地質背景や鉱床形状が単純で，鉱床規模が大きい。したがって，超多バンド光

学センサーデータを利用して変質分帯を明らかにすることは鉱床探査に有効である。一方，

浅熱水性鉱床も比較的広い変質帯をもち，変質分帯を形成することが多いため，超多バン

ド光学センサーデータの利用価値は高い。ただし，斑岩銅鉱床に比べると，地質は複雑で

鉱床の形状は脈状であることが多いことに留意する必要がある。 
 
(7) 今後の課題と問題点 
超多バンド光学センサーデータの解析では，一般に鉱物抽出の精度は高いといえるが，

鉱物組合せによっては精度が低下する場合があるため，現地情報や既存資料による裏付け

が必要となることもある。また，超多バンドデータ解析の経験と地質・鉱物・鉱床の知識

の両方を合わせることによって，より効率的で高精度の解析結果を得ることが可能である。 
鉱物資源探査において超多バンド光学センサーデータが非常に有効であることは，本

研究の結果からも明らかである。超多バンド光学センサーデータを有効に利用するために

は，様々な鉱床タイプや変質鉱物に対するケース・スタディを積み重ねことによるノウハ

ウの蓄積が必要であると考えられる。 
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III-7. 結論 

 
(1) 成果 

Hyperion データのスペクトル解析の結果，Saheb Divan 地域では，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイトおよびセリサイト（Al 型，Fe，Mg 型）からなる変質帯が抽出

された。各変質鉱物は層状に分布し，地域北東部から南西部に向かい，パイロフィライト，

明ばん石，カオリナイト，セリサイトの順に変化する累帯構造が確認された。これは，変

質帯の性状が北東側から南西側に向かって，酸性から中性へと変化することを示している。 
Oghlandagh south 地域では，明ばん石，カオリナイト，セリサイト（Al 型，Fe，Mg

型）および緑泥石からなる変質帯が抽出された。変質帯は NW-SE 方向へ分布している。

変質帯の中心部に，明ばん石＋カオリナイトからなる酸性変質帯が広く分布し，その外縁

をカオリナイトとセリサイト(Al 型)が取り囲んでいる。また，変質帯の東部には，セリサ

イト(Fe，Mg 型)がまとまって分布する。この結果は，変質帯が中心から周辺へ向かって，

酸性から中性へと性状が変化していることを示している。 
以上の結果，超多バンド光学センサーデータを用いた変質鉱物の識別とマッピングは，

鉱物資源探査において重要な情報を得ることが出来ることが明らかになった。 
 

(2) 今後の課題等 
本研究では，超多バンド光学センサーデータ（Hyperion データ）を用いて，変質帯の

規模，変質鉱物の種類および累帯構造などの鉱物資源探査において有用な情報を得ること

を確認した。しかし，Hyperion は衛星搭載型のセンサーであるため，航空機搭載型セン

サーと比べて，データには大気の影響などによる雑音成分が多く含まれ，鉱物の識別が困

難な場合も認められた。今後，Hyperion 等の超多バンド光学センサーデータによる鉱物

マッピングを有効に利用するためには，より正確な鉱物識別能力を検証や，ノウハウの蓄

積が必要である。そのためには，AVIRIS や HyMap 等の航空機搭載型センサーとの比較

や，多様な地質状況における各種鉱物のマッピング結果の検証を積み重ねて行く必要があ

る。 
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図 III-1 研究対象地域 
Fig. III-1  Study area 
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N

Hyperion 測線

Saheb Divan 地域

Oghlandah South 地域

 
 
 

図 III-2 Saheb Divan 地域および Oghlandah South 地域 
Fig. III-2  Saheb Divan area and Oghlandah South area 
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図 III-3 地質図，ASTER フォールスカラー画像および Hyperion フォールスカラー画像 
Fig. III-3  Resional geologic map and false color images of ASTER and Hyperion 



Ⅲ－ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 III-4 地質図および Hyperion フォールスカラー画像（Saheb Divan 地域） 
Fig. III-4  Resional geologic map and false color image of Hyperion (Saheb Divan area) 
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図 III-5  Hyperion フォールスカラー画像および MNF 変換画像（Saheb Divan 地域） 
Fig. III-5  False color image and composite image of MNF bands of Hyperion 

(Saheb Divan area) 
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図 III-6  鉱物分布図と教師スペクトルパタン（Saheb Divan 地域） 
Fig. III-6  Mineral mapping result and teacher spectral patterns (Saheb Divan area) 
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図 III-7 地質図および Hyperion フォールスカラー画像（Oghlandah Sout 地域） 

Fig. III-7  Resional geologic map and false color image of Hyperion (Oghlandah South 
area) 

 

Hyperion  
R=band 43 (854.18nm) 

G=band 16 (579.45nm) 

B =band9 (508.22nm) 

Geological Map of Iran 1:100,000, Sheet 5466 AHAR 



Ⅲ－ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-8  Hyperion フォールスカラー画像および MNF 変換画像（Oghlandah South 地

域） 
Fig. III-8  False color image and composite image of MNF bands of Hyperion 

(Oghlandah South area) 
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図 III-9 鉱物分布図と教師スペクトルパタン（Oghlandah South 地域） 
Fig. III-9  Mineral mapping result and teacher spectral patterns (Oghlandah South area) 
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図 III-10 ASTER フォールスカラー画像，比演算画像および PCA 処理画像（Saheb 
Divan 地域） 

Fig. III-10  False color image, band ratio image and PCA result image of ASTER 
(Saheb Divan area) 
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図 III-11 ASTER フォールスカラー画像，比演算画像および PCA 処理画像（Oghlandah 

South 地域） 
Fig. III-11  False color image, band ratio image and PCA result image of ASTER 

(Oghlandah South area) 
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図 III-12 ASTER 比演算画像および Hyperion 鉱物分布図 
（上：Saheb Diban 地域，下：Oghlandah South 地域） 

Fig. III-12  ASTER band ratio image and Hyperion mineral mapping result 
(Upper: Saheb Diban area, Lower: Oghlandah South area) 
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図 III-13 総括図（Saheb Divah 地域） 
Fig. III-13  Summarized map (Saheb Divan area) 
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図 III-14 総括図（Oghlandah South 地域） 
Fig. III-14  Summarized map (Oghlandah South area) 
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B.各 論 IV 
 
 

多偏波 SAR データによる岩相・変質帯 
識別能力の評価 

 

  



 

多偏波 SAR データによる岩相・変質帯識別能力の評価（要約） 
 

本研究開発では，PALSAR データの金属鉱床探査への利用を視野に入れ，航空機等によ

る多偏波 SAR データを解析・解釈し，鉱物資源探査に利用可能な地質構造，岩相及び変

質帯の識別能力について検討することを目的とした。このために，植生地域として九州北

薩周辺地域を，また疎植生地域としてオーストラリア・カルグーリ地域を選定した。研究

内容はデータ処理，画像判読，現地検証調査及びそれらの評価・検討の 4 項目からなる。 
本年度の研究成果は以下のようにまとめられる。 
九州北薩地域（植生地域）では地表は厚い森林に被覆されているため，多偏波 SAR 画

像を用いた岩相識別では地形特徴を強調した画像が有効であった。画像判読された地質単

元の識別精度について，ASTER 画像と比較し検討した結果，多偏波 SAR 画像（L バンド

情報エントロピーカラー画像）は ASTER 画像と同程度の岩相識別能力を有することが判

明した。また，多偏波 SAR 画像は，ASTER 画像と同程度の変質帯の地形特徴を識別可能

であった。 
一方，オーストラリア・カルグーリ地域（疎植生地域）では植生影響を軽減した L バン

ド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像により岩相識別能力が向上した。また，簡単

散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類では，植生の影響を軽減することにより岩相分

類能力が向上した。L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像を ASTER 画像と

比較した結果，L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像は，ASTER 画像と同

程度の岩相識別能力を有することが判明した。また，特定の岩相では ASTER 画像や多バ

ンド 2 岩相分類重合画像より岩相識別の能力が高いことが判明した。 
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Evaluation of the polarimetric SAR data for lithofacies discrimination 
 

Abstract 
 
A remote sensing study was conducted in Hokusatsu, Japan as a forest-cover area 

and Kalgoorlie, west Australia as a sparse vegetation area, aiming at better utilization 
of polarimetric SAR data including PALSAR data for lithofacies and alteration zone 
discrimination. The study includes data processing, image interpretation, ground truth 
and evaluation of the results. 

The study results were summarized as the following: 
In Hokusatsu area, a surface covered with thick vegetation, topographic 

enhancement should be the best way to interpret lithofacies through topographic 
features. The polarimetric SAR image (false color image derived from L-band 
information entropy）had the same effectiveness with ASTER data in lithofacies 
discrimination and topographic features discrimination of alteration zone. 

In Kalgoorlie area, a surface covered with sparse vegetation, three lithofacies 
classification methods were applied. They were L-band polarimetric contrast 
enhancement between 2 geologic units, simple scatters decomposition and maximum 
likelihood method using simple scatters components. The L-band classification image 
between 2 geologic units and simple scattering target image were reduced influence of 
backscatter for vegetation by using simple scattering targets data. Maximum 
likelihood method was conducted using simple scatters components excepted the one 
related to backscatter of vegetation. The images produced by three lithofacies 
classification methods were useful to lithofacies discrimination. The L-band 
classification image between 2 geologic units and simple scattering target image had 
the same effectiveness with ASTER data in lithofacies discrimination. And these 
images were superior to ASTER and multi-band polarimetric SAR data in the 
discrimination of the specific lithofacies. 
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IV. 多偏波SAR データによる岩相・変質帯識別能力の評価 

 
IV -1. 研究目的 

 PALSAR データの金属鉱床探査への利用を視野に入れ，航空機等による多偏波 SAR デ

ータを解析・解釈し，鉱物資源探査に利用可能な地質構造，岩相及び変質帯の識別能力に

ついて検討することを目的とした。 
 
IV -2. 研究内容 

本研究では，対象地域を植生地域である九州北薩周辺地域と疎植生地域であるオースト

ラリア・カルグーリ地域とした。上記の目的を達成するための目標と内容は以下の通りで

ある。なお，それぞれの対象地域の研究内容のフローチャートを図 IV-1 に示した。また，

それぞれの対象地域の位置を図 IV-2 に示した。 
（1）九州北薩周辺地域（植生地域） 
（a）目標 

岩相及び変質帯における多偏波 SAR 画像特徴（地形特徴）に重点を置き検討を行

い，多偏波 SAR データによる岩相・変質帯識別能力について評価を行う。 
（b）調査内容 
・データ前処理：地形強調を目的としたｴｯｼﾞ保存型ｽﾍﾟｯｸﾙﾉｲｽﾞ低減ﾌｨﾙﾀｰの適用 
・データ処理：岩相・変質帯識別を目的とした①多バンド・多偏波フォールスカラー

画像，②L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像，③L バンド情報エントロピーカ

ラー画像の作成 
・画像判読：岩相・変質帯の偏波・地形特徴に基づく画像判読の実施 
・現地検証調査：判読結果の検証を目的とした地形・地質状況と土地被覆状況調査の

実施 
・既存地質資料との対比：既存地質図及び ASTER 画像との対比による多偏波 SAR
データの岩相・変質帯識別能力の把握 

・岩相・変質帯識別能力の評価：既存地質資料との対比結果による植生地域における

多偏波 SAR データの岩相・変質帯識別能力の評価並びにその有効性・限界の検討 
（2）オーストラリア・カルグーリ地域（疎植生地域） 
  本地域は平成 15 年度から継続した対象地域である。 
（a）目標 

岩相及び変質帯における多偏波 SAR データによる散乱特性（偏波特徴）について

検討を行い，多偏波 SAR データによる岩相・変質帯識別能力について評価を行う。 
（b）調査内容 
・データ前処理：地形強調を目的としたｴｯｼﾞ保存型ｽﾍﾟｯｸﾙﾉｲｽﾞ低減ﾌｨﾙﾀｰの適用（昨年
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度実施済み） 
・データ処理：岩相・変質帯識別を目的とした①L バンド情報エントロピーカラー画

像の作成，②簡単散乱体分解処理及びその画像の作成，③簡単散乱体成分を用いた

最尤法による岩相分類，④2 岩相分類処理（再処理）及びその画像の作成，⑤2 岩

相分類重合処理（再処理）及びその画像の作成 
・画像判読：岩相・変質帯の偏波・地形特徴に基づく画像判読の実施 
・現地検証調査：2 岩相分類並びに簡単散乱体分解処理結果の検証を目的とした地形・

地質状況調査・地表ラフネス調査の実施 
・既存地質資料との対比：昨年度作成した各処理画像，既存地質図及び ASTER 画像

との対比による多偏波 SAR データの岩相・変質帯識別能力の把握 
・岩相識別能力の評価：既存地質資料との対比結果による疎植生地域における多偏波

SAR データの岩相識別能力の評価並びにその有効性・限界の検討 
なお，両地域ともPALSARデータ利用を見込みLバンド多偏波SARデータを利用した。 

 
IV -3. 九州北薩周辺地域（植生地域） 

IV -3-1. 対象地域概要 

対象地域の地質図を図 IV-3 に，その凡例を図 IV-4 に示した。対象地域は，熊本県南西

部，鹿児島県北東部及び宮崎県西部にかけての地域であり，地質は北西より南東にかけ秩

父帯，四万十累帯北帯，第三紀中新世～第四紀更新世安山岩類，霧島火山群・火砕流堆積

物及び四万十累帯南帯からなる。 
対象地域の秩父帯は四万十累帯北帯と仏像構造線によって境され，石炭紀～白亜紀の頁

岩・砂岩・石灰岩等からなる。四万十累帯北帯は白亜紀の砂岩・粘板岩等からなり，四万

十累帯南帯は主に第三紀漸新世～中新世の砂岩・頁岩からなる。第三紀中新世～第四紀更

新世安山岩類は主に輝石安山岩・玄武岩からなり，霧島火山群は主に第四紀完新世の輝石

安山岩から，火砕流堆積物は第四紀更新世の流紋岩質の姶良火砕流堆積物からなる。 
対象地域の山岳部のほとんどは広葉樹林と針葉樹林（植林，主に杉・檜）に被覆されて

いるが，霧島火山の火口付近や火山に伴う温泉変質帯では植生に乏しい。 
対象地域である北薩周辺地域は産金量の多い鉱山が多く稼行していた地域であり，また，

1975 年から広域的な探査活動が行われ世界的にも有名な菱刈鉱床が発見された地域であ

る。対象地域の中央部には後期鮮新世～更新世の火山岩類が分布し熱水性金鉱床をともな

う。主要鉱床には菱刈・大口・布計鉱床などがある。菱刈鉱山は，年間金産出量約 7 トン

をほこり，推定金埋蔵量は既生産量も含め 260 トンである。佐渡金山をしのぐ日本最大の

金山として知られている。 
金鉱床周辺には変質帯が形成されているが，地表に露出する変質帯として，珪化帯・粘

土化変質帯が発達した遠原・大塚・桑木津留・真幸変質帯が知られている（図 IV-5）。そ

の中でも遠原変質帯は布計鉱床から連続した変質帯であり，中心から珪化帯・高粘土化帯・
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カオリン帯・イライト/スメクタイト帯・クロライト/スメクタイト帯・スメクタイト帯・

未変質帯に分帯されている。また，霧島火山周辺に温泉変質帯が分布し，そのうち韓国岳

麓の酸性変質帯は植生がなく露出している。 
 
IV -3-2. 使用データ 

 使用したスペースシャトル搭載型 SAR(SIR-C/SAR)データは，1994 年 10 月 11 日に撮

像された L バンドと C バンドの HH，HV，VH 及び VV 偏波の圧縮 SLC（Single Look 
Complex,以下 SLC）データである。6 フレームのデータは以下の通りである。SIR-C/SAR
センサの主要諸元は表 IV-1 に示した。 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50905：L バンド，11124 ピクセル×1240 ライン 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50906：C バンド，11124 ピクセル×1240 ライン 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50907：L バンド，11124 ピクセル×1248 ライン 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50908：C バンド，11124 ピクセル×1248 ライン 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50909：L バンド，11124 ピクセル×1252 ライン 
フレーム Mt. Fugendake Japan seg5 50910：C バンド，11124 ピクセル×1252 ライン 

 また，比較に用いた ASTER データ 6 シーンのグラニュール ID と観測日は以下の通り

である。 
ASTL1B 0310190205240409280678 2003-10-19 
ASTL1B 0310190205150409280679 2003-10-19 
ASTL1B 0210160206280409280680 2002-10-16 
ASTL1B 0210160206190409280681 2002-10-16 
ASTL1B 0402150212080409270688 2004-02-15 
ASTL1B 0402150211590409270689 2004-02-15 

 

IV-3-3. データ処理 

本対象地域におけるデータ処理は，画像データ生成のためのマルチルック処理及びグラ

ンドレンジ-スラントレンジ変換処理，地形強調のためのエッジ保存型スペックルノイズ軽

減処理，岩相・変質帯強調のための L バンド情報エンロトピー処理及びコントラスト強調

処理，地図投影のためのオルソ補正処理からなる。以下に各処理の概要を示す。 

（1）マルチルック処理 
本対象地域をカバーする SIR-C データは，SLC データとして配布された。SLC デー

タは 1 ルック・スラントレンジデータであるためスペックルノイズが多くレンジ方向と

アジマス方向とでは分解能が異なっている。したがって，スペックルノイズ軽減と分解

能の均等化を図るためマルチルック処理が必要となる。ここでは，ミュウラー行列の各

成分についてアジマス方向（ピクセル分解能：4.496ｍ）に４ピクセルの移動平均をと

り，その移動平均値間を直線補間してピクセル分解能を 12.5ｍとした。 
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（2）グランドレンジ-スラントレンジ変換処理 
SLCデータはスラントレンジデータであるため，レンジ方向の１ピクセルサイズは時

間距離となっており，実距離ではない。そこでグランドレンジデータに変換する必要が

ある。SIR-Cデータでは，θi（Nearレンジの入射角），Ls0（Nearスラントレンジ長），

Ds（スラントレンジピクセルサイズ）がヘッダ情報に記されている。そこで，シャトル

に最も近い点（Nearレンジ位置）からのそれぞれの観測ポイントの回転楕円体上での間

隔を計算し，Nearレンジ位置からの各観測ポイントの位置を求める（図IV-6）。これを

離散点として，最終的に使用したいグランドレンジ長に対して内挿補間してグランドレ

ンジデータとする。変換処理後のグランドレンジピクセルサイズは 12.5mとした。 
（3）エッジ保存型スペックルノイズ軽減処理 

スペックルノイズの軽減及び地形特徴の強調を目的として，米国の Jong-Sen Lee ら

が 1999 年に提案したエッジ保存型スペックルノイズ軽減処理手法を適用した。処理手

法の詳細は「平成 13 年度 超高精度衛星センサーデーター利用技術開発調査報告書」

の II-1-4 を参照されたい。 
（4）L バンド情報エンロトピー処理 

本処理は地表物の偏波特徴を最大限に強調する偏波組み合せを複数の偏波の中から抽

出することを目的として，L バンドデータに対し情報エントロピー処理を適用した。情

報エントロピーは，3 バンドデータがそれぞれ正規分布している場合は，以下の近似式

から求めることが可能である。 
 

),,(detln
2ln2

11)2ln(
2ln2

3),,( HGFCHGFE 　］＋＋π［= (式 IV-1) 
 

ここで，E（F,G,H）はバンド F,G,H のエントロピーを示す。また，detC(F,G,H)は，

バンド F,G,H の共分散行列を示す。この情報エントロピーが最大値を示す偏波組み合せ

から，最大の情報量を導出したカラー合成画像作成が可能となる。本研究では，偏波の

方位角（ψ：psi と表記）を 45 度刻み，楕円角（χ：chi と表記）を 22.5 度刻みとして

15 通りの偏波合成を行い，情報エントロピーを算出した。 
（5）コントラスト強調処理（2 岩相分類処理） 

2 つの地表物（岩相）の偏波シグネチャの違いを強調し岩相識別に適したカラー合成

画像を作成することを目的として，以下のコントラスト強調手法を L バンドデータに対

し適用した。 
米国 JPL の Jakob J. van Zyl らが 1987 年に提案した次式を用いて偏波シグネチャを

算出する。 
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送受信波の偏波組み合せを自由に変更させ，隣接する 2 岩相教師エリアにおける後方

散乱強度(σ0)のコントラストが最大限に強調される偏波の組み合せを抽出する。処理作

業の流れを図IV-8 に示した。 
（6）オルソ補正処理 

オルソ（正投影）補正処理は SAR 画像を地図投影することを目的として，グランド

レンジ処理データに対し地形の影響による画像の倒れこみを補正する処理を実施した。

オルソ補正処理は以下の手順で行う。 
・ 国土地理院発行の 50m メッシュデータを UTM 投影し，12.5m メッシュ DEM を

作成する。 
・ DEM を SIR-C の範囲で切り出し，横：レンジ方向，縦：アジマス方向に回転す

る。 
・ 回転した DEM と，SIR-C 軌道情報から DEM の各ピクセルが Near レンジ方向

にシフトする距離を計算し（図 IV-7），その距離分シフトさせた位置にシフト量を

格納する。 
・ SIR-C データをオーバーレイさせて各ピクセルを上記のシフト距離に従って Far

レンジ方向にシフトさせる。 
 
IV-3-4. 各処理画像の特徴及び判読結果 

平成 15 年度に実施された西南北海道洞爺湖周辺地域（植生地域）における調査の結果，

エッジ保存型スペックルノイズ軽減処理手法が地形強調の方法として適していることが判

明している（経済産業省・資源エネルギー庁, 2004）。本研究では，エッジ保存型スペック

ルノイズ軽減処理済みのデータを用いて作成した①L バンドフォールスカラー画像，②多

バンド・多偏波フォールスカラー画像，③L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像及び④

L バンド情報エントロピーカラー画像における岩相と変質帯の画像特徴について検討を行

った。なお，画像特徴の検討では地形特徴を維持するためオルソ補正を実施していない各

処理画像を用いた。 
（1）L バンドフォールスカラー画像 

各処理手法の岩相・変質帯識別に関しての効果を把握することを目的として，L バン

ドフォールスカラー画像（B：G：R=VV：HV：HH）を作成した。図 IV-9 に L バンド

フォールスカラー画像を示す。本データは入射角が Near レンジ：12 度程度，Far レン

ジ：20 度程度であるため，Near レンジで明るく発色しフォアショートニング・レイオ

ーバーの現象が顕著である。一方，Far レンジではより暗く発色しフォアショートニン

グ・レイオーバーの現象はより少ない画像となっている。 
L バンドフォールスカラー画像の色調（偏波特徴）に着目すると，平野部は主に土地

利用の違いにより淡赤紫～赤紫色で発色している。山岳部に分布する岩相は植生に被覆

されているため淡緑～濃緑色で発色している。図 IV-9(b)の中央地域に分布する変質帯の
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うち，韓国岳麓の露出した酸性変質帯は紫色で発色し，他の平野部や火口の発色と同様

である。また，山岳部に位置する真幸変質帯や遠原・布計変質帯では周辺の岩相と同様

な色調を呈している。 
（2）多バンド・多偏波フォールスカラー画像 

図 IV-10 に中央地域の多バンド・多偏波フォールスカラー画像を示す。多バンド・多

偏波フォールスカラー画像は，BGR に L バンド HH，L バンド HV，C バンド HV を割

り当てている。この偏波組合せは，SAR 画像を用いた岩相分類では，一般的に直交偏波

が有効である場合があるとされている点（資源環境観測解析センター，1992），L バン

ド HH は JERS-1/SAR に採用された偏波であることから選定した。 
多バンド・多偏波フォールスカラー画像の色調（偏波特徴）に着目すると，平野部は

土地利用の違いにより農耕地等は主に赤紫～紫色で発色し，市街地は淡青色で発色して

いる。山岳部に分布する岩相は淡緑～緑色で発色するが，バックスロープにおいて赤褐

色で発色している。変質帯のうち，韓国岳麓の露出した酸性変質帯は赤紫色で発色し，

他の平野部の発色と同様である。また，山岳部に位置する真幸変質帯や遠原・布計変質

帯では周辺の岩相と同様な色調を呈している。 
（3）L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像 

岩相と変質帯の偏波シグネチャを用いてそれらの違いを強調することを目的として，

Lバンド偏波シグネチャ強調カラー画像を作成した。使用した偏波シグネチャは，図 IV-3
に示した中央地域の既存地質図を参考とし選定した教師エリアから作成した。岩相の教

師エリアは，ana(霧島火山の玄武岩等)，anph（輝石安山岩)，Kmm（四万十累帯北帯

の粘板岩・千枚岩），Kms（四万十累帯北帯の砂岩・砂岩頁岩互層），Cjl（秩父帯の石灰

岩），prk（プロピライト），Qa(沖積堆積物)，wsi(シラス)の合計 8 個とした。なお，Qa
と wsi 以外の岩相は全て植生（森林）に被覆されている。また，変質帯の教師エリアは，

韓国岳麓の露出した酸性変質帯，遠原・布計変質帯及び真幸変質帯の合計 3 個とした。  
図 IV-11 に L バンドの各教師エリアの平行・直交偏波シグネチャダイアグラムを示し

た。植生に被覆された岩相のうち anph, Kmm, Kms 及び Cjl は，平行・直行偏波シグ

ネチャダイアグラムの形状が類似しまた後方散乱強度も低い。しかし，ana，prk，Qa
及び wsi の平行・直行偏波シグネチャダイアグラムの形状はそれぞれ異なり後方散乱強

度も高い結果となった。なお，変質帯のうち韓国岳麓の酸性変質帯では，その偏波シグ

ネチャダイアグラムの形状は prk と類似している。また，遠原・布計変質帯の偏波シグ

ネチャダイアグラムの形状は anph に，真幸変質帯は ana に類似した結果となった。し

たがって，ana，prk，Qa 及び wsi のうち三つの岩相を強調するためにコントラスト強

調処理を実施し，L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像を作成した。その結果，最も

多様な色調で発色し岩相分類に有効である画像を図 IV-12に示す。本画像はprk，Qa, wsi
のコントラスト強調処理から得られた画像である。 

L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像の色調（偏波特徴）に着目すると，平野部は
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土地利用の違いにより農耕地等は主に濃青～紫色で発色し，市街地は淡紫色で発色して

いる。山岳部に分布する岩相は淡緑～緑色で発色する。変質帯のうち，韓国岳麓の露出

した酸性変質帯は紫色で発色し，他の平野部の発色と同様である。また，山岳部に位置

する真幸変質帯や遠原・布計変質帯では周辺の岩相と同様な色調を呈している。 
（4）L バンド情報エントロピーカラー画像 

岩相の偏波特徴を最大限に強調する偏波組み合せを抽出し，岩相の違いを強調するこ

とを目的として，Lバンド情報エントロピー処理を実施した。表IV-2 に情報エントロピ

ー算出結果を示す。情報エントロピーを算出した結果，最も情報量が多い偏波組み合せ

は，①ψt：0°，χt：0°の直交偏波（HV），②ψt：0°，χt：45°の直交偏波（LR），

③ψt：45，χt：0°の直交偏波となった。一方，Lバンドフォールスカラー画像の偏波

組合せであるHH：HV：VVの組み合せは 13 番目となった。 
図 IV-13 に上記の偏波組み合せの L バンド情報エントロピーカラー画像を示す。L バ

ンド情報エントロピーカラー画像の色調（偏波特徴）に着目すると，平野部は土地利用

の違いにより農耕地等は主に濃青～赤紫色で発色し，市街地は淡青色で発色している。

山岳部に分布する岩相は淡緑黄～緑黄色で発色する。変質帯のうち，韓国岳麓の露出し

た酸性型変質帯は濃青色で発色し，他の平野部の発色と同様である。また，山岳部に位

置する真幸変質帯や遠原・布計変質帯では周辺の岩相と同様な色調を呈している。 
（5）画像判読結果 

上記で作成した L バンドフォールスカラー画像，多バンド・多偏波フォールスカラー

画像，L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像及び L バンド情報エントロピーカラー画

像を利用して地質判読を実施した。図 IV-14～16 に地質判読結果を，判読チャートを表

IV-3 にそれぞれ示した。地質判読の結果，次の諸点が明らかとなった。 
・ 対象地域に分布する地質単元は，古生代～中生代の地層に相当する 13 の地質単元，

第三紀の地層に相当する 8 の地質単元，第四紀の地層に相当する 10 の地質単元，合

計 31 の地質単元に区分できる。 
・ 山岳部の植生に被覆された地質単元の細分は主に地形特徴に基づくものであり，水

系，尾根や谷の形態，抵抗性，テクスチャによって差異が認められる（表 IV-3）。本

対象地域の画像はフォアショートニング並びにレイオーバー現象が顕著であるため，

主にバックスロープに認められるテクスチャによる岩相識別が中心となった。たと

えば図 IV-15 の中央地域の Kmm1 と Kmm2 とではバックスロープに認められる線

状のテクスチャの違いによって分類することが可能である。つまり，Kmm1 ではバ

ックスロープ部のテクスチャは一方向に非対称的に発達した線状模様を呈するのに

対し，Kmm2 ではテクスチャは二方向に対称的に発達した線状模様を示す。 
・ 対象地域では秩父帯と四万十累帯に断層が発達しており主要な断層は抽出可能であ

った。しかしながら，秩父帯と四万十累帯北帯の境界をなす仏像構造線は，図 IV-15
（a）の画像上では断層地形を表す地形特徴の連続性が不明瞭であるため抽出できな
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かった。リニアメントは，全地域においてマイクロ波照射方向と斜交する E-W 方向

や N-S 方向のリニアメントが多数抽出されるほか，ほぼマイクロ波照射方向に平行

な NE-SW 方向や NW-SE 方向のリニアメントも，地形特徴が強調されているため

抽出可能であった。 
・ 既知の変質帯における画像特徴として，遠原・布計変質帯と真幸変質帯では周囲と

比較すると緩傾斜の地形特徴が認められた。また，大塚・桑木津留・真幸変質帯で

は尾根・谷の伸張方向が一定しない特徴を有するのに対し，遠原変質帯では尾根・

谷の伸張方向が一定し，主に N-S 方向に伸張する特徴が認められた。 
・ 韓国岳麓の酸性変質帯は，すべての処理画像において平野部の他の箇所と同様な色

調を呈しており，色調（偏波特徴）による識別は困難であった。 
 
IV-3-5. 現地検証調査結果 

（1）調査期間 
平成 16 年 12 月 9 日～平成 16 年 12 月 13 日（5 日間） 

（2）調査内容 
（a）目的 

岩相・変質帯識別のための SIR-C 画像を用いた画像判読結果を検証することを目

的とした。 
（b）内容 

植生地域における岩相・変質帯識別を目的とした SAR 広域画像判読結果の検証

調査では，対象地域が植生に被覆されているため，岩相の後方散乱特性を左右する

岩相毎の地形特徴と SAR の後方散乱に影響を与える植生の被覆状況の把握が重要

となる。以上の観点から，以下の内容に従い調査を実施した。 
①土壌・植生被覆状況調査（土壌・植生の被覆の程度の確認） 
②地形状況調査（微地形・露頭の方向性の計測） 
③地質状況調査（岩相記載，層理面等の走向・傾斜測定，露頭写真撮影，GPS に

よる位置情報取得） 
（3）調査結果 

現地調査地点を図 IV-17 に，また現地調査結果の総括表を表 IV-4 に示した。なお，各

調査地点の調査結果については巻末の現地調査結果一覧を参照されたい。 
（a）岩相識別 

代表的な調査箇所における現地調査の結果，調査地点１と 2 では四万十累帯南帯の

砂岩層と頁岩層の違いにより地形が異なり，頁岩層分布域では地形の起伏が砂岩層分

布域と比較するとより小さいことが判明した。また，調査地点 3 では，Ps1（砂岩層）

では水系が発達し小規模な尾根・谷が形成されており，この地形特徴が SIR-C 画像上

では線状のテクスチャとして認められることが判明した。さらに，調査地点 19 では，
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断層地形と考えられる斜面三角末端面が認められ，また断層を挟んで南東側では急峻

な地形を北西側ではなだらかな地形を呈することが判明した。 
以上の結果から，岩相の違いと断層が地形特徴に表れていること，SIR-C 画像に認

められる線状のテクスチャは小規模な尾根・谷の地形特徴を表していることが判明し

た。 
（b）変質帯識別 

代表的な変質帯における現地調査の結果，韓国岳麓に位置する調査地点 8 では酸性

型の温泉型変質帯が広範囲に広がり植生は乏しく，現在も噴気が認められた。真幸変

質帯に位置する調査地点 9 と布計変質帯に位置する調査地点 10 では，珪化部が地形

的に突出し急峻な地形を形成するのに対し，粘土化帯はなだらかな地形を呈すること

が判明した。大塚変質帯に位置する調査地点 13 と桑木都津留変質帯に位置する調査

地点 14 とでは，周囲の尾根・谷の伸張方向が一定しない小起伏の地形を呈すること

が判明した。調査地点 12 では，L バンドフォールスカラー画像では変質帯と同様な

色調を呈していたが，付近一帯は植林が伐採され低潅木・草によって被覆されている

ことが判明した。また，同様な色調を呈す No16 は牧草地に相当することが判明した。 
以上の結果から，遠原・布計・真幸変質帯の粘土化帯では緩傾斜を呈し，珪化帯で

は地形的に突出し急峻な地形を形成することが判明した。また，大塚・桑木津留変質

帯では，周囲と比較すると尾根・谷の発達の傾向が異なることが判明した。 
SIR-C 画像上では以上の変質帯の地形特徴のうち，緩傾斜斜面と尾根・谷の伸張方

向については画像のテクスチャ等から判読可能であった。しかしながら，珪化帯が形

成する突起状の地形特徴は抽出することはできなかった。 
 
IV-3-6. 評価・検討 

植生地域における多偏波 SAR データの岩相・変質帯識別能力の評価・検討として，①

各画像処理手法の評価，②各地層における岩相識別能力の評価，③変質帯識別能力の評価

を実施した。①の評価では各処理の手法の有効性を明らかにするため L バンドフォールス

カラー画像との比較を行った。また，②と③の評価では各処理画像の有効性を評価するた

め ASTER 画像と既存地質図との比較を行った。図 IV-18 に ASTER フォールスカラー画

像（B:G:R＝1:2:3）を示す。以下に各評価結果を示す。 
（1）岩相・変質帯識別における各画像処理手法の評価 
（a）多バンド・多偏波フォールスカラー画像 

図 IV-10 の拡大した多バンド・多偏波フォールスカラー画像と L バンドフォールス

カラー画像を比較すると， L バンドフォールスカラー画像では平野部の市街地・農耕

地等の地表被覆物が赤紫～紫色の同一色で発色するのに対し，多バンド・多偏波フォ

ールスカラー画像では農耕地（草地も含む）は赤紫色，市街地が淡青色で発色し地表

被覆物の違いがより強調されている。一方，植生に被覆さた山岳部では，多バンド・
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多偏波フォールスカラー画像の方がバックスロープ部において淡緑色と赤褐色で発色

し，L バンドフォールスカラー画像よりも発色が豊かとなった。しかし，山岳部にお

いて変質帯と岩相の違いによる明瞭な色調の違いは認められない。 
（b）L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像 

図 IV-12の拡大したLバンド偏波シグネチャ強調カラー画像とLバンドフォールス

カラー画像を比較すると，L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像では農耕地として

利用されている Qal（沖積堆積物）が強調され濃青色で発色しており識別が容易とな

った。一方，植生に被覆さた山岳部では，L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像の

方がバックスロープ部において淡緑色と暗緑色で発色しコントラストが向上した。し

かし，山岳部において変質帯と岩相の違いによる明瞭な色調の違いは認められない。 
（c）L バンド情報エントロピーカラー画像 

図 IV-13の拡大したLバンド情報エントロピーカラー画像とLバンドフォールスカ

ラー画像を比較すると，L バンド情報エントロピーカラー画像は，平野部の表現が向

上しており，Qal（沖積堆積物）は濃青色で，Qt（段丘堆積物）は淡赤紫・濃青色で

発色し，また市街地は淡青色で発色する。一方，植生に被覆さた山岳部では，L バン

ド情報エントロピーカラー画像の方がバックスロープ部において緑黄色と暗緑黄色で

発色しコントラストが向上した。しかし，山岳部において変質帯と岩相の違いによる

明瞭な色調の違いは認められない。 
（d）各処理画像の比較 

以上のすべての処理画像ではLバンドフォールスカラー画像と比較すると平野部の

色調が向上し，また山岳部のバックスロープ部の色調のコントラストが向上した結果

となった。各処理画像のうち最も岩相・変質帯識別に有効な処理手法を検討するため，

図 IV-19 に多バンド・多偏波フォールスカラー画像，L バンド偏波シグネチャ強調カ

ラー画像及び L バンド情報エントロピーカラー画像の比較図を示した。図 IV-19 を見

ると本年度作成した各種画像のうち，多バンド・多偏波フォールスカラー画像と L バ

ンド情報エントロピーカラー画像が平野部において発色が豊かであることがわかる。

しかし，全ての処理画像において，植生に被覆された変質帯と岩相の違いを色調（偏

波特徴）から識別することは困難である。また，変質露出部においても各処理画像で

は，変質露出部は他の地表物と同様な色調を呈し色調からの識別は困難であった。以

上の結果から，植生地域における岩相と変質帯を偏波特徴から識別することは困難で

あるが，本対象地域において画像判読に最も有効である画像は多バンド・多偏波フォ

ールスカラー画像と L バンド情報エントロピーカラー画像である。したがって，

PALSAR データ利用の場合には L バンド情報エントロピーカラー画像が有効である

といえる。 
（2）各地層における岩相識別の評価 

  (1)の評価の結果，植生地域である本対象地域では，各処理画像の色調（偏波特徴）に
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よる岩相・変質帯識別は困難であることが判明したため，SAR 画像の特徴である強調さ

れた地形特徴に基づく岩相・変質帯識別能力の評価が重要となる。ここでは，地形特徴

に基づく多偏波 SAR データの岩相・変質帯識別能力について，対象地域に分布する第

四紀，第三紀及び白亜紀～ジュラ紀の岩相と変質帯を対象として，評価・検討を実施し

た。 
評価の対象とした画像は，PALSAR 利用を見込んで L バンド情報エントロピーカラ

ー画像とした。また，岩相・変質帯識別能力について評価するため，ASTER 画像と既

存地質図との比較を行った。なお，L バンド情報エントロピーカラー画像を ASTER 画

像並びに既存地質図と比較するため，そのオルソ補正済みの画像を用いた。第四系にお

ける比較検討図を図 IV-20 に，第三系における比較検討図を図 IV-21 に，白亜系～ジュ

ラ系の比較検討図を図 IV-22に，また，各地質単元における岩相識別の評価結果を表 IV-5
に示した。 
（a）第四系について 

第四系として霧島火山の火山岩分布域を選定した。図 IV-20 にオルソ補正済み L バ

ンド情報エントロピーカラー画像（以下，オルソ補正画像）と ASTER 画像及び既存

地質図を示した。オルソ補正画像と ASTER 画像を比較すると，オルソ補正画像は，

ASTER 画像と同程度の地形特徴の判読が可能である。特に地質単元による水系の発

達の程度の違いはオルソ補正画像と ASTER 画像においても明瞭である。これらの水

系の発達の違い（地形特徴）によって，オルソ補正画像でも既存地質図（地質調査所 

鹿児島 1/20 万）と同程度の地質単元を細分可能である。 
（b）第三系について 

第三系として四万十累帯南帯の砂岩と頁岩分布域を選定した。図 IV-21 にオルソ補

正画像と ASTER 画像及び既存地質図を示した。図 IV-21 を見るとオルソ補正画像で

は，画像中央から南部に分布する頁岩（Phm）と北部に分布する砂岩(Phs)の地形特

徴の違いによって岩相の違いを識別可能である。つまり，頁岩分布域では小起伏地形

を呈しテクスチャが粗いのに対し，砂岩分布域では起伏が大きくテクスチャがより滑

らかなことから識別が可能である。一方，ASTER 画像では，植生に被覆されている

ため砂岩分布域も頁岩分布域も同様な色調を呈しており，地形特徴の違いもオルソ補

正画像よりやや不明瞭である。このことから，オルソ補正画像は，岩相の違いが地形

特徴に現れている場合は，ASTER 画像と比べより岩相の識別の程度が高い場合があ

るといえる。 
（c）ジュラ系～白亜系について 

ジュラ系～白亜系として秩父帯の粘板岩と砂岩分布域を選定した。図 IV-22 にオル

ソ補正画像と ASTER 画像及び既存地質図を示した。本地域は断層地形がよく発達し

た地域である。図 IV-22 を見るとオルソ補正画像と ASTER 画像では，断層地形を明

瞭に認識することが可能である。オルソ補正画像と ASTER 画像を比較すると，砂岩
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分布域と粘板岩分布域ともに ASTER 画像では非常に細かい水系まで判読可能である

が，オルソ補正画像では詳細な水系の抽出は困難であった。なお，図 IV-15 で示した

ように白亜系の Kmm1 と Kmm2 は地形特徴（バックスロープのテクスチャの違い）

の違いによって，1/20 万の既存地質図の地質単元を細分することが可能であった。 
（3）変質帯識別能力の評価 

変質帯の識別の程度について検討するため遠原・布計変質帯と真幸変質帯を選定し

た。図 IV-23 にオルソ補正画像と ASTER 画像及び既存地質図を示した。図 IV-23 を

見ると遠原・布計変質帯は,オルソ補正画像および ASTER 画像の両画像において周囲

の地形と異なる特徴を示す。特にオルソ補正画像において粘土化帯分布域は，水系の

発達が乏しく緩傾斜地形を示している。ただ,珪化帯の突起状の山地は両画像からも認

められない。一方，ASTER 画像においても同様な地形特徴が認められる結果となっ

た。この結果は真幸変質帯においても同様であった。 
なお，図 IV-10，図 IV-12 及び図 IV-13 で示した韓国岳麓の変質露出部は，すべて

の画像において平野部の他の箇所と同様な色調（偏波特徴）を示す結果となり，偏波

特徴から露出した変質帯を識別することは困難であった。 
 
IV-3-7. 考察 

  以上の評価・検討の結果を受け，植生地域における①多偏波 SAR データを用いたデー

タ処理手法，②岩相・変質帯識別能力，③多偏波 SAR データの有効性，④多偏波 SAR デ

ータの限界について考察を行った。 

（1）多偏波 SAR データを用いたデータ処理手法 
  本研究では地形強調処理として有効であるエッジ保存型スペックルノイズ軽減手法を

適用したデータを用いて，偏波特徴を強調するための多バンド・多偏波フォールスカラ

ー画像，L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像，L バンド情報エントロピーカラー画

像を作成し，岩相と変質帯識別の能力について評価・検討を行った。その結果，多バン

ド・多偏波フォールスカラー画像と L バンド情報エントロピーカラー画像において，平

野部における土地被覆物の識別の向上と山岳部のコントラストの向上が認められた。し

たがって，PALSAR データ利用を考慮すると L バンド情報エントロピーカラー画像が

有効である。しかし，植生に被覆された地域では偏波特徴から岩相と変質帯を識別する

ことは困難であった。これは，対象地域が植生に被覆されているため，各データ処理に

よって岩相・変質帯を被覆する植生の偏波特徴が強調されていることが原因と考えられ

る。したがって，植生地域における多偏波 SAR データを用いた岩相・変質帯識別にお

いては，強調された地形特徴を用いた解析が有効である。 
（2）岩相・変質帯識別能力について 

地形特徴に基づいた多偏波 SAR データを用いた岩相・変質帯識別能力について，L
バンド情報エントロピーカラー画像，ASTER 画像及び既存地質図を比較し評価を行っ
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た。その結果，第四系の地質単元において L バンド情報エントロピーカラー画像は

ASTER 画像と同程度の水系の発達の違いを識別可能であり，1/20 万の既存地質図と同

程度の地質単元を区分することが可能であることが判明した。また，第三系において岩

相の違いが地形特徴に表れている場合は，ASTER 画像と比べより岩相識別能力が高い

ことが判明した。しかしながら，ジュラ系～白亜系の場合には，L バンド情報エントロ

ピーカラー画像は既存地質図の地質単元を細分することが可能であったものの，ASTER
画像と比較すると詳細な水系の抽出は困難であることが判明した。以上の結果と SIR-C
と ASTER の地上分解能の違いを考慮すると，L バンド情報エントロピーカラー画像は

ASTER 画像（ﾌｫｰﾙｽｶﾗｰ画像）と同程度の岩相識別能力を有すると考えられる。 
変質帯識別について評価した結果，珪化帯の突起状の急峻な地形は L バンド情報エン

トロピーカラー画像と ASTER 画像からも抽出することは困難であった。しかし，粘土

化帯分布域における水系の発達が乏しい緩傾斜地形についてLバンド情報エントロピー

カラー画像は ASTER 画像と同程度の抽出が可能であった。このことから，L バンド情

報エントロピーカラー画像は，ASTER 画像と同程度の変質帯の地形特徴を識別可能で

あると考えられる。 
偏波特徴に基づく露出した変質帯の識別について評価した結果，すべての処理画像に

おいて変質帯の偏波特徴は平野部の他の箇所の偏波特徴と同じ結果となった。この露出

した変質帯は韓国岳の火山活動に伴うものであり形成年代が若く，しかも一箇所のみで

あるため，今後，露出した変質帯の偏波特徴についてさらに検討する必要がある。 
（3）植生地域における多偏波 SAR データ利用の有効性 

本対象地域では岩相・変質帯が厚い植生に被覆されているため多偏波 SAR データの

岩相・変質帯の偏波情報を利用できなかった。しかし，地形特徴が強調され平野部の地

表被覆物の表現が向上した多偏波 SAR データの各処理画像は，L バンドフォールスカ

ラー画像よりも画像判読が容易であり，岩相の識別の程度が向上した。したがって，植

生地域においても地形特徴と偏波特徴を強調した多偏波 SAR カラー画像を用いること

により，より精度の高い岩相・変質帯の識別が可能と考えられる。 
（4）多偏波 SAR データの限界 
  植生地域における多偏波 SAR データの利用では，地質は植生に被覆されているため

岩相・変質帯の偏波情報の利用が困難であり，岩相と変質帯の識別には地形特徴に頼ら

ざるを得ない。したがって，多偏波 SAR カラー画像を利用する場合，地形特徴の他に

偏波特徴（色調）も判読項目となるが，その偏波情報（色調）の解釈には十分に注意す

る必要がある。また，SAR 画像の場合，Near レンジと Far レンジとでは入射角が異な

るため，同じ地形特徴であってもその画像特徴は Near レンジと Far レンジでは異なる。

したがって，画像判読の際に地形特徴の解釈には入射角の違いを考慮する必要がある。 
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IV-4. オーストラリア・カルグーリ地域（疎植生地域） 

IV-4-1. 対象地域概要 

西オーストラリア州の州都パース市の西方約 600km に位置するカルグーリは，1890 年

代に砂金が発見されゴールドラッシュとなり，以来資源大国オーストラリアを代表する金

鉱床地帯となっている。対象地域の地質図を図 IV-24 に示した。 
付近の地質は始生代初期に形成された，玄武岩・ドレライト等のいわゆるグリーンスト

ーンとそれらに貫入する花崗岩類を主体とする。イェルガーン地塊と呼ばれる巨大な安定

陸塊のおよそ中央部に位置するカルグーリ地域では，構造的におよそ南北に延びたグリー

ンストーン地帯に多くの断層等が発達しており，これらに沿った破砕帯中に約 26 億年前

に生成した多くの金鉱床が分布していることが知られている。母岩はこれら破砕帯の形成

にも関係したと考えられる広域変成作用を受けており，この付近では角閃岩相～緑色片岩

相が一般的である。 
カルグーリから主として北方の地域では世界最大級の露天掘り金鉱山（Golden Mile 

Super Pit：深さ 290m，長さ 3km，幅 1.5km）を始め約 25 鉱山が操業中である。また，

西方約 40km に位置するクールガーディ（Coolgardie）地域では同じく金鉱床が，南方約

55km に位置するカンバルダ（Kambalda）地域ではこれも世界有数の規模を持つニッケ

ル鉱床の存在が知られている。なお，本地域では鉱化に伴う変質帯の発達に乏しい。 
その他の鉱産物としては，銅・銀・クリソプレース（玉髄）・石膏・花崗岩等がある。 

 
IV-4-2. 使用データ 

使用した航空機搭載 JPL/AIRSAR データは，1993 年 9 月 23 日に撮像された P，L 及

び C バンドのストークス・マトリクス圧縮データである。4 フレームのデータは以下の通

りである。画像サイズは 4 フレーム共通に 1279 ピクセル×1204 ラインである。使用した

AIRSAR データの主要諸元を表 IV-6 に示した。 
・AIRSAR データ cm4101 
・AIRSAR データ cm4102 
・AIRSAR データ cm4118   
・AIRSAR データ cm4119 

 また，比較に用いた ASTER データのグラニュール ID と観測日は以下の通りである。 
・ASTL1B 0012310222440307080805 2000-12-31 

 
IV-4-3. データ処理 

本年度は昨年度に処理を実施したエッジ保存型スペックルノイズ軽減フィルター処理

済みの AIRSAR データを使用した。昨年度作成した C，L 及び P バンドそれぞれの全電

力データを用いたフォールスカラー画像とLバンドフォールスカラー画像を図 IV-25にそ

れぞれ示す。この AIRSAR/L バンドデータを用いて以下のデータ処理を実施した。 
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（1）最大情報エンロトピー処理 
本手法は前述の北薩地域と同じ条件で AIRSAR/L バンドデータに適用した。 

（2）2 岩相分類処理（再処理） 
基本的な処理の流れは前述の北薩地域と同様である（図 IV-8）。しかし，後述すると

おり本地域は薄い植生に被覆されており岩相の後方散乱に対し植生の影響が大きいこ

とが想定される。そこで，植生の影響を軽減するため，後述する簡単散乱体成分の一つ

で植生情報を表す Wire 成分を除きミュウラー行列データを再計算し求めた。このミュ

ウラー行列データを用いて 2 岩相分類処理を実施した。  
（3）2 岩相分類重合処理（再処理） 

全岩相の教師エリアに対して，図 IV-8 に従い 2 岩相毎に 2 岩相強調処理を実施し，

全岩相の 2 岩相組み合せにおいて，2 岩相間を最も強調可能な偏波を求める。次に二つ

の偏波間の後方散乱強度の差分を求め，全ての 3 偏波組み合せにおいてそれらの差分を

乗算し，そのうち最大乗算値が得られた 3 偏波組み合せを 2 岩相分類重合画像とした。 
（4）簡単散乱体分解処理 

本手法は，ミュウラー行列データを用いて散乱体の複雑な形状を簡単な形状に分解す

ることによって，散乱体の特徴を視覚的に把握しやすい利点がある。本研究では岩相の

地表ラフネスを簡単散乱体に分解し，その特徴を用いた岩相識別を行うこととした。 
簡単散乱体分解処理は門脇・荒井（2004）の手法に改良を加えたものである。簡単散

乱体成分である大きな導球体・平板（Sphere・Plate，以下 Sphere（Plate）)，二面コ

ーナーリフレクター（Dihedral Corner Reflector，以下 Dihedral），ワイヤ（short, thin 
cylinder，以下 Wire）及びペデスタル（Pedestal）の分解式は以下の通りである。 
ミュウラー行列式を式（IV-3）で表すと，図 IV-26 に示した大きな Sphere（Plate)，

Dihedral，Wire 及び Pedestal の簡単散乱体成分の各成分値は式（IV-4）で表される。 
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本分解手法により Ps：Sphere（Plate）の強度値，Pd：Dihedral の強度値，Pw：

Wire の強度値，Ph：Helix の強度値，Ppds：Pedestal の強度値，α：Wire の角度，θ：

Dihedral の二面接合線の角度の情報が得られる。 
 

IV-4-4. 各処理画像の特徴及び判読結果 

（1）L バンド情報エントロピーカラー画像 
岩相の偏波特徴を最大限に強調する偏波組み合せを抽出し，岩相の違いを強調するこ

とを目的として，Lバンド情報エントロピー処理を実施した。表IV-7 に最大情報エント

ロピー算出結果を示した。なお，本処理は画像中央部を教師エリアとして実施した。情

報エントロピーを算出した結果，最も情報量が多い偏波組み合せは，①ψt：0°，χt：

45°の平行偏波（LL），②ψt：0°，χt：0°の直交偏波（HV），③ψt：0°，χt：45°
の直交偏波（LR）となった。一方，Lバンドフォールスカラー画像の偏波組合せのHH：

HV：VVの組み合せは 6 番目となった。 
  図 IV-27 に上記の偏波組み合せの L バンド情報エントロピーカラー画像を示した。各

岩相の教師エリアに着目すると，中央部の石英長石質斑岩（Apq_1～4）のうち Apq_1
と Apq_3 は赤褐色で，Apq_2 と Apq_4 は淡青色で，優白質斑レイ岩(Aogl_2)は淡赤色

で発色し，L バンド情報エントロピーカラー画像は岩相の違いを表している。また，中

央東部の始生界の石英斑レイ岩（Aogq）は赤褐色で発色し，新生界の堆積物（czc）は

暗褐色で発色しており，その岩相の違いが明瞭に表現されている。 
（2）L バンド 2 岩相分類画像（再処理） 

L バンド 2 岩相分類処理では，植生の影響を軽減したミュウラー行列データを用いた。

また，2 岩相分類処理では対象とした岩相によって，算出される偏波組み合せは異なる。

そのため，対象地域の北東部，中央部及び中央東部における代表的な岩相を対象とした

2 岩相分類処理を実施した。なお，本処理では，昨年度と同様に各岩相教師エリア内の

立木ピクセルを除去してから，教師エリアの平均ミュウラー行列を算出した。 
（a）北東部 

対象地域の北東部に分布するグリーンストーンにおける苦鉄噴出岩(Ab_1&2),コマ

チアイト(Auk_1)及び火山砕屑岩(Afv_1~4)の三つの岩相に対し2岩相分類手法を適用

し，それぞれの岩相を強調する三つの合成偏波を求めた。2 岩相分類に用いた偏波シ

グネチャを図 IV-28 に，三つの岩相を強調した L バンド 2 岩相分類画像を図 IV-29 に

示した。図 IV-29 の L バンド 2 岩相分類画像を見ると，苦鉄噴出岩(Ab_1&2)は暗桃

色，コマチアイト(Auk_1)は暗緑色及び火山砕屑岩(Afv_1~4)は灰緑色として発色し，

三つの岩相を区分することが可能である。 
（b）中央部 
 対象地域の中央部に分布する石英長石質斑岩の Apq_1&3 と Apq_2&4 及び優白質

斑レイ岩(Aogl_2)の 3 種類の異なる岩相に対して 2 岩相分類を実施した。三つの岩相
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を強調した L バンド 2 岩相分類画像を図 IV-30 に示した。各岩相の教師エリアに着目

すると優白質斑レイ岩(Aogl_2)は明黄色～淡桃色，コマチアイト(Auk_4)は暗褐色で発

色している。また石英長石質斑岩(Apq_1 &3)は暗赤褐色，石英長石質斑岩(Apq_2 &4)
は淡青白色で発色していることから，各岩相の区分が可能である。 

（c）中央東部 
中央東部の褶曲構造周辺について，石英斑レイ岩（Aogq_1＆2）と優白質斑レイ岩

（Aogl_1）及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1～3）の 3 種類の異なる岩相に対し L バンド 2
岩相分類画像を作成した。三つの岩相を強調した L バンド 2 岩相分類画像を図 IV-31
に示した。各岩相の教師エリアに着目すると，石英斑レイ岩（Aogq_1＆2）は淡桃色

～橙色，優白質斑レイ岩（Aogl_1）は淡桃色及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1～3）は桃色

～暗桃色で発色し，斑レイ岩類と玄武岩類の区分が可能である。 
（3）L バンド 2 岩相分類重合画像（再処理） 

(2)で実施した 2 岩相分類手法は三つの岩相の偏波シグネチャを用いて偏波シグネチ

ャの違いを強調する手法であるため，一つの画像だけでは全ての岩相を効率よく強調し

表示することはできない。そこで，全岩相の教師エリアの偏波シグネチャを用いて全て

のペアについて 2 岩相分類処理を実施し，最も全岩相を強調することが可能である L バ

ンド 2 岩相分類重合画像を作成した。 
（a）北東部 

図 IV-32 に北東部における L バンド 2 岩相分類重合画像を示した。各岩相の教師エ

リアに着目すると苦鉄噴出岩(Ab_1&2)は暗桃色，コマチアイト(Auk_1)は暗緑色及び

火山砕屑岩(Afv_1~4)は灰緑色として発色し，三つの岩相を区分することが可能である。

これら岩相の発色は図 IV-29 の L バンド 2 岩相分類画像と同様である。 
（b）中央部 

図 IV-33 に中央部における L バンド 2 岩相分類重合画像を示した。各岩相の教師エ

リアに着目すると優白質斑レイ岩(Aogl_2)は明黄色～淡桃色，コマチアイト(Auk_4)
は暗褐色，石英長石質斑岩(Apq_1 &3)は暗赤褐色及び石英長石質斑岩(Apq_2 &4)は淡

青白色で発色していることから各岩相の区分が可能である。これら岩相の発色は図

IV-30 の L バンド 2 岩相分類画像と同様である。 
（c）中央東部 

図 IV-33 に中央東部における L バンド 2 岩相分類重合画像を示した。各岩相の教師

エリアに着目すると石英斑レイ岩（Aogq_1＆2）は淡桃色～橙色，優白質斑レイ岩

（Aogl_1）は淡桃色及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1～3）は桃色～暗桃色で発色し，斑レ

イ岩類と玄武岩類の区分が可能である。これら岩相の発色は図 IV-31 の L バンド 2 岩

相分類画像と同様である。 
（4）簡単散乱体成分画像 

L バンドデータに対し簡単散乱体分解処理を実施した結果，簡単散乱体成分として
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Sphere（Plate）の強度値（Ps），Dihedral の強度値（Pd），Wire の強度値（Pw），Helix
の強度値（Ph），Pedestal の強度値（Ppds），Dihedral の方位角（θ）及び Wire の方

位角（α）の 7 つの成分が得られた。各成分画像を図 IV-34 に示す。 
図 IV-34 を見ると，④Ph 成分画像と⑦θ成分画像は，ほぼ全面に細かいノイズ状の

ものが認められ岩相分類に適した画像とはいえない。その他の成分について，図 IV-35
に示した各岩相の教師エリアにおける簡単散乱体成分値の平均値を見ると，各岩相の平

均値は Ps＞Ppds＞Pd>Pw の順で岩相の違いが不明瞭になる。さらに，後述するとおり

現地調査において対象地域は広く植生に被覆されていることから，岩相の後方散乱の情

報を最大限に利用するため植生の後方散乱に起因すると考えられる Wire 成分（Pw と

α）を除く必要がある。以上のことから，植生の影響を軽減するため Wire 成分（Pw と

α）を除き，岩相分類に適した簡単散乱体成分画像（B：G：R＝Ps：Pd：Ppds）を作

成した。簡単散乱体成分画像を図 IV-36 に示す。 
（a）北東部 

図 IV-36 に北東部における簡単散乱体成分画像を示した。各岩相の教師エリアに着

目すると，簡単散乱体成分画像では苦鉄噴出岩(Ab_1&2)は暗青色～淡紫色，コマチア

イト(Auk_1)は茶褐色及び火山砕屑岩(Afv_1~4)は緑灰～桃色として発色し，三つの岩

相を区分することが可能である。 
（b）中央部 

図 IV-37 に中央部における簡単散乱体成分画像を示した。各岩相の教師エリアに着

目すると優白質斑レイ岩(Aogl_2)は紫色，コマチアイト(Auk_4)は暗緑色，石英長石質

斑岩(Apq_1 &3)は暗青色及び石英長石質斑岩(Apq_2 &4)は淡橙色で発色しているこ

とから各岩相の区分が可能である。 
（c）中央東部 

図 IV-37 に中央東部における簡単散乱体成分画像を示した。各岩相の教師エリアに

着目すると石英斑レイ岩（Aogq_1＆2）は淡紫色，優白質斑レイ岩（Aogl_1）は紫色

及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1～3）は紫～暗紫色で発色する。石英斑レイ岩（Aogq_1
＆2）と優白質斑レイ岩（Aogl_1）は類似した色調を示し，各岩相の違いは不明瞭で

ある。 
（5）画像判読結果 

上記で作成した簡単散乱体成分画像等を利用して画像判読を実施した。L バンド 2 岩

相分類重合画像は主に地形特徴の判読に利用した。画像判読結果を図 IV-38 に判読チャ

ートを表 IV-8 にそれぞれ示した。 
簡単散乱体成分画像等を用いた画像判読の結果，対象地域の地質は 15 の地質単元に

分類可能であった。これらの地質単元は，主に簡単散乱体成分画像の色調と L バンド 2
岩相分類重合画像から認識可能な尾根の形状等から判読可能であった。以下に代表的な

地質単元の特徴について示す。 
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地質単元：Auk は既存地質図のコマチアイトに相当する。本地質単元は，暗緑褐色～

茶褐色で発色し平坦な地形を呈し抵抗性は低くテクスチャは滑らかである。 
地質単元：Ab は既存地質図の苦鉄質噴出岩（玄武岩）に相当する。本地質単元は，

暗青～淡紫色で発色し，尾根の形状が丸く抵抗性は中程度でありテクスチャがやや滑ら

かである。 
地質単元：Abmo は既存地質図の高 Mg 玄武岩に相当する。本地質単元は緑色で発色

し，尾根の形状が鋭く抵抗性は高くテクスチャがやや粗い。 
地質単元：Aogl は既存地質図の優白質斑レイ岩に相当する。本地質単元は紫色で発色

し，尾根の形状がやや鋭く抵抗性はやや高くテクスチャが滑らかである。 
地質単元：Aogq は既存地質図の石英斑レイ岩に相当する。本地質単元は淡紫色で発

色し，尾根の形状がやや鋭く抵抗性が高くテクスチャが粗い。 
地質単元：Afv は既存地質図の火山砕屑岩に相当する。本地質単元は橙色～桃色で発

色し，平坦な地形を呈し抵抗性は低くテクスチャはやや粗い。 
地質単元：Apq1 は既存地質図の石英長石質斑岩に相当する。本地質単元は淡橙色で

発色し，平坦な地形を呈し抵抗性は低くテクスチャはやや滑らかである。 
地質単元：Apq2 は既存地質図の石英長石質斑岩に相当する。本地質単元は暗青色で

発色し，平坦な地形を呈し抵抗性は中程度でテクスチャはやや滑らかである。 
以上の結果は，概ね昨年度実施した 2 岩相分類重合図を用いた地質判読結果と同様な

結果となり，10 万分の 1 の既存地質図と同様な岩相分類が可能であった。リニアメント

判読結果も昨年度と同様な結果となり，NE-SW 方向及び NW-SE 方向のリニアメント

が抽出可能であった。 
（6）簡単散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類処理 

簡単散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類では，植生の影響を軽減し岩相の情報

を最大限に利用した岩相分類を実施するため，簡単散乱体成分のうち植生情報に基づく

Wire 成分を除き，Ps，Pd 及び Ppds の三つの成分を用いて最尤法による岩相分類処理

を実施した。また，後述するように現地調査結果から特定の岩相では植生種が異なるこ

とが判明したたため，植生情報を利用した岩相分類として，Ps，Pd，Ppds，Pw 及びα

の五つの成分を用いた最尤法による岩相分類処理を実施した。 
使用した簡単散乱体成分データは，Near レンジと Far レンジによって入射角が Near

レンジ：約 20 度，Far レンジ：約 60 度と異なるため，各成分の強度値は Near レンジ

と Far レンジとでは異なっている。この入射角の影響を軽減するためピクセル単位にお

いてトータルパワーの強度値を用いて各成分の正規化処理を実施した。この結果，岩相

分類に用いたデータは，Ps，Pd，Ppds，Pw のトータルパワーに対する成分比と，Witre
の角度情報αとなる。 
（a）北東部 

図 IV-39 に北東部における三つの成分（Ps，Pd 及び Ppds）を用いた最尤法による
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岩相分類画像（以下，3 成分岩相分類画像）を示す。また，五つの成分（Ps，Pd，Ppds，
Pw，α）を用いた岩相分類画像（以下，5 成分岩相分類画像）を図 IV-39 に共に示し

た。 
各岩相の教師エリアに着目すると 3 成分岩相分類画像は，苦鉄噴出岩(Ab_1&2)のう

ち Ab_1 では崩積堆積物や砂岩として分類されているが，Ab_2 は苦鉄質噴出岩として

分類されている。，コマチアイト(Auk_1)は，コマチアイトとしてほとんど分類されて

いない。火山砕屑岩(Afv_1~4)は崩積堆積物として分類された。一方，5 成分岩相分類

画像では苦鉄噴出岩(Ab_1&2)はほぼ苦鉄質噴出岩として，コマチアイト(Auk_1)はコ

マチアイトとして分類されている。しかし，火山砕屑岩(Afv_1~4)は火山砕屑岩として

分類されていない。 
（b）中央部 

図 IV-40 に中央部における 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を示した。各

岩相の教師エリアに着目すると両岩相分類画像ともに優白質斑レイ岩(Aogl_2)は斑レ

イ岩として，コマチアイト(Auk_4)はコマチアイトとして，石英長石質斑岩(Apq_1 ～
4)は石英長石質斑岩と苦鉄質噴出岩に分類された。 

（c）中央東部 
図 IV-40 に中央東部における 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を示した。

各岩相の教師エリアに着目すると 3 成分岩相分類画像では石英斑レイ岩（Aogq_1＆2）
は斑レイ岩として，優白質斑レイ岩（Aogl_1）は斑レイ岩として，高 Mg 玄武岩

（Abmo_1）は苦鉄質噴出岩とコマチアイトとして分類された。一方，5 成分岩相分

類画像では石英斑レイ岩（Aogq_1&2）のうち Aogq_1 は苦鉄質噴出岩として，Aogq_2
は斑レイ岩として，優白質斑レイ岩（Aogl_1）は主に苦鉄質噴出岩として，高 Mg 玄

武岩（Abmo_1）は苦鉄質噴出岩とコマチアイトとして分類された。  
 
IV-4-5. 現地検証調査結果 

（1）調査期間 
平成 16 年 11 月 24 日～平成 16 年 12 月 4 日（11 日間） 

（2）調査目的と内容 
(a) 目的 

昨年度実施した 2 岩相分類処理結果を検証することと本年度実施する簡単散乱体分

解処理結果を検証することを目的とする。 
(b) 内容 
  疎植生地域における岩相識別を目的とした SAR データ検証調査では，岩相の後方

散乱特性を左右する岩相毎の地表ラフネスと局所地形，並びに SAR の後方散乱に影

響を与える植生の被覆状況の把握が重要となる。以上の観点から，以下の内容に従い

調査を実施した。 
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①土壌・植生被覆状況調査 

土壌と植生被覆の程度を確認する。植生被覆率は 3 岩相において各 2 箇所測定する。

具体的には 5×5m 範囲内における植生の樹冠の長径・短径・樹高を計測する。 
②地形状況調査 
微地形・露頭の方向性を計測する。また，AIRSAR 照射方向におけるトラコンによ

る斜面傾斜角測定を実施する。 
③地質状況調査 
岩相記載，線構造・片理面等の走向・傾斜測定，露頭写真撮影，GPS による位置情

報取得を実施する。 
④地表ラフネスデータ取得のための簡易ステレオ写真撮影 

AIRSAR 照射方向からの簡易ステレオ写真撮影を実施する。 
（3）調査結果及びデータ解析結果 

現地調査地点を図 IV-41 に，また現地調査結果総括表を表 IV-9 に示した。なお，各調

査地点の調査結果については巻末の現地調査結果一覧を参照されたい。以下に現地調査

の結果とデータ解析結果を示す。 
(a) 地形状況 

対象地域は地形起伏に乏しく概ね平坦な地形を呈する。岩相によって僅かに地形は

異なり，変斑レイ岩（Aog），斑レイ岩（Aon）, 優白質斑レイ岩（Aogl）, 石英斑レ

イ岩（Aog）, 高 Mg 玄武岩（Abmo）及び苦鉄質噴出岩（Ab）の調査箇所では，小

規模な丘もしくは山地を形成している。一方，コマチアイト（Auk）と砕屑物（Afv）
の調査箇所は平坦な地形を呈している。なお，調査箇所の SAR 照射方向での斜面傾

斜角度は 0～10 度程度であり，局所地形による局所入射角の影響は軽微であった。 
(b) 植生状況 

対象地域は広く植生に被覆されており，全ての調査箇所において植生の被覆が認め

られた。全ての調査箇所に認められた植生は主に H＝1～2m の立木からなる。この立

木は松の一種で縦方向に枝が発達し葉は針状のものが多い。なお，コマチアイト（Auk）
と高 Mg 玄武岩（Abmo）の調査箇所 6 箇所のうち 4 箇所では H＝1～2m の立木の他

に H＝0.5m 程度のスピニフェックスが認められた。その他の岩相の調査箇所では植

生の種類に大きな変化は認められなかった。 
また，植生被覆が後方散乱に与える影響を検討するため，局所入射角が同程度の優

白質斑レイ岩（Aogl_1&2），高 Mg 玄武岩（Abmo_1&4）及び石英長石質斑岩

（Apq_1&3）の 3 岩相 6 箇所の調査箇所において植生被覆率調査を実施した。その結

果，植生被覆率は調査箇所において Aogl_1:32％，Aogl_2:54％，Abmo_1：43％，

Abmo_4：37％，Apq_1：29％及び Apq_3：34%となった。 
(c) 岩相と地表ラフネスの関係 

SAR データの後方散乱は地表ラフネスの違いに起因するため 9 種類（石英長石質斑
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岩：Apq，火山砕屑岩・火山砕屑物起源堆積岩：Afv，石英斑レイ岩：Aogq，変斑レ

イ岩：Aog，優白質斑レイ岩：Aogl，斑レイ岩：Aon，苦鉄質噴出岩：Ab，高 Mg 玄

武岩：Abmo，コマチアイト：Auk）24 箇所の岩相について岩相記載を行うと共に地

表ラフネス情報をステレオペア写真撮影によって取得した。図 IV-41 に代表的な岩相

の地表状況を示す。 
図 IV-41 を見るとコマチアイト（Auk）では地表面の凹凸が少なく地表ラフネスが

滑らかである。一方，斑レイ岩（Aon）, 優白質斑レイ岩（Aogl）, 高 Mg 玄武岩（Abmo）
及び石英長石質斑岩（Apq）では地表に分布する岩片の形状と密度の違いからそれぞ

れ地表ラフネスは粗い。各岩相の 10 個の岩片の地表面高さの平均値と標準偏差を図

IV-42 に示す。図 IV-42 を見ると，砕屑岩（Afv）とコマチアイト（Auk）の高さ方向

の平均値と標準偏差は小さく斑レイ岩（Aon）は高いため，岩相によって地表ラフネ

スが異なることがわかる。一方，高 Mg 玄武岩（Abmo）と苦鉄質噴出岩（Ab）は，

高さ方向の平均値と標準偏差が類似している。また，斑レイ岩類（Aog，Aon，
Aogl,Aogq）と石英長石質斑岩（Apq）の高さ方向の平均値と標準偏差は類似した結

果となった。 
(d) 地表ラフネスと簡単散乱体成分データの関係 
  図 IV-43 に各岩相の地表ラフネスの標準偏差と簡単散乱体成分強度値（Ps，Pd，

Ppds，Pw）のプロット図を示す。Near レンジと Far レンジでの入射角の違いによ

り簡単散乱体成分の強度値が異なるため，①局所入射角が 20 度～40 度の場合と②局

所入射角が 40 度～60 度の場合にわけ地表ラフネスの標準偏差と簡単散乱体成分強度

値をプロットした。その結果，地表ラフネスの標準偏差と簡単散乱体成分強度値には

正の相関が認められた。つまり，地表ラフネスが粗くなるに従い簡単散乱体成分強度

値は高くなる傾向にある。 
(e) 簡単散乱体成分データの検証 

地表ラフネスが簡単散乱体成分として分解されているか検証するため地表面のステ

レオペア写真撮影を行い，簡単散乱体成分の画像判読を実施した。なおステレオペア

写真撮影では AIRSAR 軌道情報と入射角を考慮し，各調査地点では AIRSAR と同じ

入射角を再現し写真撮影を実施した。ステレオペア写真判読では，簡単散乱体成分の

うち判読可能な Sphere（Plate）と Dihedral 成分を判読し面積比を求めた。ステレ

オペア写真と簡単散乱体成分データとの関係を図 IV-44 に示す。図 IV-44 を見ると，

写真判読結果から得た Sphere（Plate）/Dihedral と簡単散乱体成分データから得た

Sphere（Plate）/Dihedral には弱い正の相関が認められた。 
(f) 後方散乱に対する植生の影響 

植生被覆率と各簡単散乱体成分比の関係を図 IV-45 に示す。図 IV-45 を見ると全て

の岩相において Ps と Ppds 成分の割合が高く Pw は少ない。また，植生被覆率が増加

しても Pw の成分比に大きな変化は認められない。一方，高 Mg 玄武岩（Abmo）で
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は植生被覆率が 6％異なるだけであるのに Ps と Pd に約 10％の変化が認められた。 
 

IV-4-6. 評価・検討 

本対象地域では鉱化に伴う変質帯の発達に乏しいため，各処理画像の評価・検討では岩

相識別に重点を置き評価を実施した。評価内容は，昨年度作成した各処理画像と本年度作

成した各処理画像を用いた①各画像処理手法の評価，②現地検証調査結果の検討，③各地

層における岩相識別能力の評価である。①の評価では各処理の手法の有効性を明らかにす

るため昨年度作成された各処理画像との比較を行った。また，③の評価では各処理画像の

有効性を評価するため ASTER 画像と既存地質図との比較を行った。以下に各評価・検討

結果を示す。 
（1）岩相識別における各画像処理手法の評価 
（a）L バンド情報エントロピーカラー画像 

図 IV-27のLバンド情報エントロピーカラー画像とLバンドフォールスカラー画像

を比較すると，L バンドフォールスカラー画像では優白質斑レイ岩(Aogl_2)と石英長

石質斑岩（Apq_2&4）が同様な色調で発色するのに対し，L バンド情報エントロピー

カラー画像では優白質斑レイ岩(Aogl_2)は淡赤色で石英長石質斑岩（Apq_2&4）は淡

青白色で発色し容易に岩相の区分が可能である。また，L バンド情報エントロピーカ

ラー画像ではコントラストが向上し崩積堆積物（czc）と石英斑レイ岩（Aogq）との

識別が容易となっている。  
これらの比較の結果から，L バンド情報エントロピーカラー画像は L バンドフォー

ルスカラー画像よりも岩相識別能力が高いといえる。 
（b）L バンド 2 岩相分類画像 
 植生の影響を軽減したLバンド2岩相分類画像と昨年度作成したLバンドフォール

スカラー画像及び多バンド 2 岩相分類画像の比較を実施した。 
図 IV-29 の北東部の苦鉄噴出岩(Ab_1&2),コマチアイト(Auk_1)及び火山砕屑岩

(Afv_1~4)を強調した L バンド 2 岩相分類画像と L バンドフォールスカラー画像を比

較すると，L バンド 2 岩相分類画像の方がよりコントラストが向上し，各岩相の識別

が容易となっている。一方，多バンド 2 岩相分類画像と L バンド 2 岩相分類画像を比

較すると多バンド 2 岩相分類画像の方が，各岩相が異なる色調で明瞭に発色し識別が

容易である。この結果は，図 IV-30 の中央部でも同様な結果となった。  
図 IV-31 の中央東部の L バンド 2 岩相分類画像に着目すると，矢印で示した箇所は

L バンド 2 岩相分類画像では淡桃色～橙色で発色する。一方，多バンド 2 岩相分類画

像では淡黄色で発色しており，L バンド 2 岩相分類画像の方が岩相を細分可能である。   
以上の比較の結果から，植生の影響を軽減した L バンド 2 岩相分類画像は L バンド

フォールスカラー画像より岩相識別能力が高く，また多バンド 2 岩相分類画像よりも

岩相識別能力が高い場合があることが判明した。 
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（c）L バンド 2 岩相分類重合画像 
 植生の影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像と昨年度作成した L バンド 2
岩相分類重合画像と多バンド 2 岩相分類重合画像の比較を実施した。 
図 IV-32 の北東部の L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と L バンド 2 岩相分

類重合画像（昨年度分）を比較すると，苦鉄噴出岩(Ab_1&2),と火山砕屑岩(Afv_1~3)
の識別の程度は変化ないが，L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）の方がよりコ

マチアイト(Auk_1)の識別が容易となっている。また，L バンド 2 岩相分類重合画像

（本年度分）と多バンド 2 岩相分類重合画像を比較すると，L バンド 2 岩相分類重合

画像（本年度分）の方がよりコマチアイト(Auk_1)の識別が容易となっている。 
図 IV-33 の中央部の L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と L バンド 2 岩相分

類重合画像（昨年度分）を比較すると，L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）で

は石英長石質斑岩（Apq2&4）と優白質斑レイ岩（Aogl_2）が異なる色調で発色し岩

相の識別がより容易である。しかし，L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と多

バンド 2 岩相分類重合画像を比較すると，L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）

の方が発色の豊かさは劣っているが，多バンド 2 岩相分類重合画像と岩相の区分の程

度は同様である。 
図 IV-33 の中央東部の L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と L バンド 2 岩相

分類重合画像（昨年度分）を比較すると，矢印で示した箇所は L バンド 2 岩相分類重

合画像（本年度分）では淡桃色～橙色で発色する。一方，L バンド 2 岩相分類重合画

像（昨年度分）では同一箇所は淡黄色で発色しており，L バンド 2 岩相分類重合画像

の方が岩相を細分可能である。この結果は，多バンド 2 岩相分類重合画像においても

同様であり，L バンド 2 岩相分類重合画像の方が岩相を細分可能である。 
以上の比較の結果から，植生の影響を軽減した 2 岩相分類重合画像は昨年度作成し

た 2 岩相分類重合画像よりも岩相識別能力が高く，また多バンド 2 岩相分類重合画像

と岩相識別能力は同等もしくはそれ以上であることが判明した。 
（d）簡単散乱体成分画像 

植生の影響を軽減した簡単散乱体成分画像（B:G:R=Ps:Pd:Ppds）と昨年度作成し

た L バンドフォールスカラー画像と多バンド 2 岩相分類重合画像の比較を実施した。 
図 IV-36の北東部の簡単散乱体成分画像とLバンドフォールスカラー画像を比較す

ると，簡単散乱体成分画像では苦鉄噴出岩(Ab_1&2)と火山砕屑岩(Afv_1~3)及びコマ

チアイト(Auk_1)は異なる色調で発色しより識別が容易である。一方，簡単散乱体成

分画像と多バンド 2岩相分類重合画像を比較すると簡単散乱体成分画像の方がよりコ

マチアイト(Auk_1)の識別が容易となっている。 
図 IV-37の中央部の簡単散乱体成分画像とLバンドフォールスカラー画像を比較す

ると，簡単散乱体成分画像では石英長石質斑岩（Apq2&4）と優白質斑レイ岩（Aogl_2）
が明瞭に異なる色調で発色し岩相の区分が可能である。一方，簡単散乱体成分画像と
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多バンド 2 岩相分類重合画像を比較すると，簡単散乱体成分画像の方が発色の豊かさ

は劣っているが，岩相の表現の程度は多バンド 2 岩相分類重合画像と同様である。 
図 IV-38の中央東部の簡単散乱体成分画像とLバンドフォールスカラー画像を比較

すると，簡単散乱体成分画像の方が石英斑レイ岩（Aogq1&2），優白質斑レイ岩

（Aogl_1）及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1）と他の岩相との区分が容易である。一方，

簡単散乱体成分画像と多バンド 2 岩相分類重合画像を比較すると，異なる岩相の表現

の程度は簡単散乱体成分画像と多バンド 2 岩相分類重合画像はほぼ同様である。 
以上の比較の結果から，植生の影響を軽減した簡単散乱体成分画像は L バンドフォ

ールスカラー画像よりも岩相識別能力が高く，また多バンド 2 岩相分類重合画像と岩

相識別能力は同等もしくはそれ以上であることが判明した。 
（e）簡単散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類画像 

植生の影響を軽減した 3 成分岩相分類画像と植生情報を加味した 5成分岩相分類画

像及び昨年度実施した複素数最尤法による岩相分類画像の比較を実施した。 
図 IV-39 の北東部の 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を比較すると，苦鉄

噴出岩(Ab_1&2)とコマチアイト（Auk_1）のうちコマチアイト（Auk_1）は，5 成分

岩相分類画像の方が 3 成分岩相分類画像よりも識別能力が高い。また，複素数最尤法

による岩相分類画像の方が 3 成分岩相分類画像よりもコマチアイト（Auk_1）の識別

能力が高い。 
図 IV-40 の中央部の 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を比較すると，石英

長石質斑岩の Apq1&3 と Apq2&4 及び優白質斑レイ岩（Aogl_2）では，ほぼ同じ精

度で分類されている。3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像及び複素数最尤法に

よる岩相分類画像を比較すると，複素数最尤法による岩相分類画像では，画像全体に

おいて赤色の石英長石質斑岩として分類されたピクセルが多い結果となった。 
図 IV-40 の中央東部の 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を比較すると，優

白質斑レイ岩（Aogl_1）は 3 成分岩相分類画像では斑レイ岩に分類され，5 成分岩相

分類画像では苦鉄質噴出岩に分類されており，3 成分岩相分類画像の方が斑レイ岩の

識別能力が高い。同様な箇所は矢印で示した。3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類

画像及び複素数最尤法による岩相分類画像を比較すると，複素数最尤法による岩相分

類画像では中央部と同様に赤色の石英長石質斑岩として分類されたピクセルが多いが，

優白質斑レイ岩（Aogl_1）は斑レイ岩として分類されている。 
以上の比較の結果，北東部のコマチアイトの場合は 5 成分岩相分類画像が有効であ

り，中央東部の斑レイ岩の場合は 3 成分岩相分類画像が有効であることが判明した。 
（f）各処理画像の比較 

上記の L バンド情報エントロピーカラー画像，L バンド 2 岩相分類重合画像，簡単

散乱体成分画像について岩相識別の観点から処理手法の評価を実施した。 
図 IV-46 に北東部における各処理画像の比較図を示した。本年度実施した L バンド
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情報エントロピーカラー画像，L バンド 2 岩相分類重合画像及び簡単散乱体成分画像

を比較すると，簡単散乱体成分画像では苦鉄噴出岩(Ab_1&2)，火山砕屑岩(Afv_1~3)
及びコマチアイト(Auk_1)が異なる色調で発色し岩相の識別が容易である。 
図 IV-47 に中央部における各処理画像の比較図を示した。本年度実施した L バンド

情報エントロピーカラー画像，L バンド 2 岩相分類重合画像及び簡単散乱体成分画像

を比較すると，L バンド情報エントロピーカラー画像よりも L バンド 2 岩相分類重合

画像の方がコントラストは向上し，石英長石質斑岩である Apq1&3 と Apq2&4 と優

白質斑レイ岩（Aogl_2）は明瞭に異なる色調で発色し，岩相の識別が容易である。ま

た，L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像を比較すると，両画像ともに

各岩相は異なる色調で発色し同等の岩相の識別が可能となっている。 
図 IV-48 に中央東部における各処理画像の比較図を示した。本年度実施した L バン

ド情報エントロピーカラー画像，L バンド 2 岩相分類重合画像及び簡単散乱体成分画

像を比較すると，L バンド情報エントロピーカラー画像と L バンド 2 岩相分類重合画

像は同等の岩相の識別が可能であり，矢印で示した箇所も両画像において淡桃色～橙

色で発色し岩相の細分が可能である。一方，L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱

体成分画像を比較すると，簡単散乱体成分画像の方が地形特徴は不明瞭である。 
   以上の結果から，岩相識別を目的とした画像処理手法としては，岩相を偏波特徴（色

調）から識別する場合は，L バンド 2 岩相分類画像と簡単散乱体成分画像が有効であ

るといえる。ただ，岩相の地形特徴はLバンド2岩相分類重合画像の方が明瞭である。 
（2）現地調査結果の検討 

(a) 後方散乱に対する植生の影響について 
植生被覆率調査の結果，3岩相6箇所における植生被覆率は29～54％程度であった。

図 IV-45 に示したとおり，植生被覆率と各簡単散乱体成分比の関係を見ると，どの調

査箇所においても Ps と Ppds 成分の割合が高く Pw は低い。また，植生被覆率が増加

しても Pw の成分比に大きな変化は認められない結果となった。したがって，植生被

覆率が 50％台であっても，岩相からの偏波情報を含む Ps と Ppds 成分の利用が可能

であるといえる。また，植生被覆率の変化は簡単散乱体の Pw の成分比に大きな影響

を与えていないと考えられる。 
一方，高 Mg 玄武岩（Abmo_1&4）の 2 箇所の植生被覆率は 6％異なるだけである

のに，Ps と Pd に約 10％の変化が認められた。Abmo_1 と Abmo_4 の地表ラフネス

（高さ方向と標準偏差）と局所入射角はほぼ類似しているため，Ps と Pd の成分比の

変化の原因については現段階では不明である。 
なお，コマチアイト（Auk）と高 Mg 玄武岩（Abmo）の調査箇所 6 箇所のうち 4

箇所では立木の他にスピニフェックスが認められた。したがって，特定の箇所では岩

相とそこに発達する植生種が対応していることが判明した。したがって，コマチアイ

ト（Auk）と高 Mg 玄武岩（Abmo）を多偏波 SAR データから識別する場合は，植生
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情報を加味した処理が有効である。実際に，簡単散乱体成分データを用いた最尤法に

よる岩相分類では，Wire 成分を取り入れた 5 成分岩相分類で良好な分類結果を得て

いる。 
（b）地表ラフネスと簡単散乱体成分データの関係について 

図 IV-42 に示したとおり，コマチアイト（Auk）と火山砕屑岩（Afv），高 Mg 玄武

岩（Abmo）と苦鉄質噴出岩（Ab），斑レイ岩類（Aog，Aon，Aogl,Aogq）と石英長

石質斑岩（Apq），斑レイ岩（Aon）の地表ラフネスの値は異なり，岩相によって地表

ラフネスが異なることが判明した。また，図 IV-43 に示した各岩相の地表ラフネスの

標準偏差と簡単散乱体成分強度値（Ps，Pd，Ppds，Pw）のプロット図から，地表ラ

フネスが粗くなるに従い簡単散乱体成分強度値は高くなる傾向にあることが判明して

いる。さらに，本対象地域は後方散乱に影響を与える局所地形の影響が軽微である。

また，植生被覆率が 50％台であっても，簡単散乱体成分データには岩相からの情報が

反映されている。以上のことから，簡単散乱体成分強度値によって岩相の地表ラフネ

スを評価可能であり，簡単散乱体成分を用いた岩相識別が可能と考えられる。 
（c）簡単散乱体成分データの検証結果について 

  図 IV-44 に示したとおり，ステレオペア写真判読結果から得た Sphere（Plate）
/Dihedral と簡単散乱体成分データから得た Sphere（Plate）/Dihedral には弱い正の

相関が認められた。岩相の地表ラフネスを撮影したステレオペア写真判読結果から得

た簡単散乱体成分比は，目視判読であることからその精度は低いと考えられるが，岩

相の地表ラフネスの簡単散乱体成分比の大きな傾向をつかむことが可能と考えられる。 
（d）2 岩相分類画像と簡単散乱体成分画像について 

昨年度実施した C，L，P バンドデータを利用した多バンド 2 岩相分類重合画像は，

対象地域の地形特徴をよく捉えており，発色の違いに基づく岩相分類の他に地形特徴

を加味した岩相分類によって対象地域の岩相を分類可能であった。一方，本年度作成

した L バンド簡単散乱体成分画像は，昨年度の 2 岩相分類画像と比較すると発色と

地形特徴の表現が劣ってはいるが，地表ラフネスの違いに基づく色調の違いにより対

象地域の岩相を分類することが可能であった。また，L バンド簡単散乱体成分画像に

おいて各成分の強度値が高い箇所は露頭である確率が高く，疎植生被覆地域において

露頭位置を抽出するのに有効であることが判明した。 
(3) 岩相識別能力の評価 

本年度に実施した L バンド情報エントロピー画像，植生の影響を軽減した L バンド 2
岩相分類重合画像（本年度），簡単散乱体成分画像，簡単散乱体成分を用いた 3 成分岩

相分類画像及び 5 成分岩相分類画像について既存資料の ASTER 画像（B:G:R=1：3：4）
と既存地質図との比較を行った。各岩相の評価結果の総括表を表 IV-10 に示す。表 IV-10
には，昨年度に作成した CLP フォールスカラー画像，L バンドフォールスカラー画像，

L バンド偏波シグネチャ強調画像，L バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度），複素数最尤
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法岩相分類画像の評価結果も併せて表示した。以下に，対象地域の北東部，中央部及び

中央東部における評価結果を示す。 
（a）北東部 
  図 IV-46 に北東部の本年度実施分の各処理画像と ASTER 画像並びに既存地質図を

示す。上記の評価の結果，苦鉄噴出岩(Ab_1&2)，火山砕屑岩(Afv_1~3)及びコマチア

イト(Auk_1)を対象とした場合，本年度作成した各処理画像のうち植生の影響を軽減

した簡単散乱体成分画像がもっとも岩相の識別が容易であった。また，昨年度実施し

た多バンド 2 岩相分類重合画像ではコマチアイト(Auk_1)は不明瞭であるが，簡単散

乱体成分画像ではその分布を明瞭に捉えることが可能である。 
この簡単散乱体成分画像と ASTER 画像及び既存地質図を比較すると，各岩相の教

師エリアにおいて簡単散乱体成分画像は，ASTER 画像と同程度の岩相の識別が可能

である。また，簡単散乱体成分画像と既存地質図を比較すると簡単散乱体成分画像で

は既存地質図の Ab と Afv の地質単元の境界を追跡可能である。以上の結果から，簡

単散乱体成分画像は ASTER 画像と同程度の岩相識別が可能と考えられる。 
  なお，簡単散乱体成分データを用いた 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を

ASTER 画像と比較すると，特にコマチアイト分布域については 5 成分分類画像の方

が ASTER 画像と同等の岩相の分類が可能となっている。また，既存地質図と比較す

ると 5 成分岩相分類画像の方がコマチアイト分布域をより的確に分類している。以上

の結果から，コマチアイトを対象とした場合，植生情報を加えた 5 成分岩相分類画像

は ASTER 画像と同程度もしくはそれ以上の岩相識別の能力があると考えられる。 
（b）中央部 
  図 IV-47 に中央部の本年度実施分の各処理画像と ASTER 画像並びに既存地質図を

示す。上記の評価の結果，本地域において石英長石質斑岩の Apq1&3 と Apq2&4 と

優白質斑レイ岩（Aogl_2）を対象とした場合，本年度作成した各処理画像のうち植生

の影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と簡単散乱体成分画像が

同程度の岩相識別が可能であった。また，岩相の表現の程度は多バンド 2 岩相分類重

合画像（昨年度分）と同様であった。 
  L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と簡単散乱体成分画像を ASTER 画像と

比較すると，ASTER 画像では優白質斑レイ岩（Aogl_2）と石英長石質斑岩（Apq_2&4）
が同じ色調で発色するのに対し，L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と簡単散

乱体成分画像は異なる色調で発色しより岩相の識別能力が高い結果となった。また，

L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と簡単散乱体成分画像を既存地質図と比較

すると，優白質斑レイ岩（Aogl_2）の分布はほぼ一致している。以上のことから，本

地域では L バンド 2 岩相分類重合画像（本年度分）と簡単散乱体成分画像は，ASTER
画像よりも岩相識別の能力が高いと考えられる。 

  なお，簡単散乱体成分データを用いた 3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を
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ASTER 画像と比較すると，優白質斑レイ岩（Aogl）の分布域は両画像ともに ASTER
画像とほぼ一致している。3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を既存地質図と

比較すると，優白質斑レイ岩（Aogl）の分布域は両画像ともに既存地質図とほぼ一致

している。また，石英長石質斑岩のうち Apq2&4 は地質図の分布と一致するが，石英

Apq_1&3 は苦鉄質岩として分類されている。以上の結果から，3 成分岩相分類画像と

5 成分岩相分類画像は，優白質斑レイ岩（Aogl）を対象とした場合に ASTER 画像と

同程度の岩相識別の能力があると考えられる。 
（c）中央東部 
  図 IV-46 に中央東部の本年度実施分の各処理画像と ASTER 画像並びに既存地質図

を示す。上記の評価の結果，石英斑レイ岩（Aogq1&2），優白質斑レイ岩（Aogl_1）
及び高 Mg 玄武岩（Abmo_1）を対象とした場合，L バンド情報エントロピーカラー

画像と L バンド 2 岩相分類重合画像は同等の岩相の識別が可能であった。また，多バ

ンド 2 岩相分類重合画像（昨年度分）よりも岩相の細分が可能であった。 
  L バンド情報エントロピーカラー画像とL バンド 2 岩相分類重合画像をASTER 画

像と比較すると，両画像共に ASTER 画像と同程度の岩相の識別が可能である。また，

L バンド情報エントロピーカラー画像とLバンド 2岩相分類重合画像を既存地質図と

比較すると，両画像において淡桃色～橙色で発色し岩相の細分が可能な箇所（矢印で

示した箇所）は，既存地質図によると岩相の違いに相当する。以上の結果から，L バ

ンド情報エントロピーカラー画像とLバンド 2岩相分類重合画像はASTER画像と同

程度の岩相識別が可能と考えられる。 
なお，簡単散乱体成分を用いた3成分岩相分類画像と5成分岩相分類画像をASTER

画像と比較すると，3 成分岩相分類画像では褶曲構造を読み取ることが可能であり

ASTER 画像と類似している。また，3 成分岩相分類画像と 5 成分岩相分類画像を既

存地質図と比較すると，3 成分岩相分類画像では斑レイ岩の領域が既存地質図と一致

しているのに対し（矢印の箇所），5 成分岩相分類画像では緑色の玄武岩に分類されて

いる。以上のことから，植生の影響を軽減した 3 成分岩相分類画像は，優白質斑レイ

岩（Aogl_1）を対象とした場合，ASTER 画像と同程度の岩相識別の能力があると考

えられる。 
 

IV-4-7. 考察 

以上の評価・検討の結果を受け，疎植生地域における①多偏波 SAR データを用いたデ

ータ処理手法，②岩相識別能力，③多偏波 SAR データの有効性，④多偏波 SAR データの

限界について考察を行った。  
(1) 多偏波 SAR データを用いたデータ処理手法について 

疎植生地域における岩相識別を目的とした多偏波 SAR データ画像として，L バンド

情報エントロピーカラー画像，後方散乱に対する植生の影響を軽減した L バンド 2 岩相
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分類重合画像及び簡単散乱体成分画像を作成した。これらの画像について昨年度作成し

た各種処理画像と比較した結果，岩相を偏波特徴（色調）から識別する場合は，L バン

ド 2 岩相分類画像と簡単散乱体成分画像が有効であることが判明した。これは，植生の

影響を軽減することによって岩相からの偏波情報が強調された結果，両画像の岩相識別

の能力が向上したためと考えられる。 
ただ，植生の影響を軽減した 3 成分岩相分類画像と植生の情報を加味した 5 成分岩相

分類画像では，特定の植生が発達するコマチアイト（Auk）を対象とした場合には 5 成

分岩相分類画像の方がより分類能力が高い結果となった。このように岩相とそこに発達

する植生種が対応する場合には，植生情報を加味した岩相分類手法の適用が望ましい。 
（2）岩相識別能力について 

岩相の識別能力を評価するため，各処理画像と ASTER 画像及び既存地質図との比較

を行った結果，植生の影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像や簡単散乱体成分画

像は，ASTER 画像と同程度の岩相識別が可能であることが判明した。また，特定の岩

相で L バンド 2 岩相分類重合画像や簡単散乱体成分画像は，ASTER 画像や多バンド 2
岩相分類重合画像よりも岩相の識別能力が高いことが判明した。この結果については，

比較対象とした ASTER 画像は B：G：R=1：3：4 のフォールスカラー画像であるため，

SWIR 領域のデータを用いた解析を実施することにより，ASTER 画像ではさらに詳細

な岩相識別が可能と考えられる。ここでの比較はあくまでもフォールスカラー画像の範

囲であることを付記する。 
（3）多偏波 SAR データの有効性 
  本対象地域は，植生被覆率 30～50％の地域にも係わらず，植生の影響を軽減した L
バンド 2 岩相分類重合画像や簡単散乱体成分画像は，昨年度の各処理画像と比較すると

岩 相識別の能力の向上が認められた。したがって，疎植生地域における多偏波 SAR
データ利用の有効性として，岩相からの偏波情報に対する植生の影響を軽減したより精

度の高い岩相識別が可能である点があげられる。また，多偏波 SAR データを利用する

ことによって岩相の偏波特徴とともに地形特徴を用いることにより，より詳細な岩相識

別が可能と考えられる。 
(4)多偏波 SAR データの限界 
  疎植生地域に限らず多偏波 SAR データを用いた岩相識別では，多偏波 SAR データは

岩相からの偏波情報や地形情報に基づいた岩相の違いを識別することになる。岩相から

の偏波情報は岩相の地表ラフネスの違いに基づくものであり，異なる岩相が同様な地表

ラフネスの場合には，多偏波 SAR データを用いた岩相識別は困難になることが想定さ

れる。また，本対象地域は植生被覆率が最大 54％であったが，これ以上に植生が発達す

る地域では多偏波 SAR データに含まれる偏波情報のほとんどが植生からの偏波情報に

なることが想定される。したがって，今後，岩相の後方散乱に対する植生被覆の影響に

ついてさらに検討する必要がある。 
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IV-5. まとめ 

 
本年度の研究成果は以下のようにまとめられる。 

 
【九州北薩地域（植生地域）】 
・ 植生地域では地表は厚い森林に被覆されているため，岩相そのものの偏波特徴を抽

出することは困難であった。したがって，多偏波 SAR 画像を用いた岩相識別では地

形特徴を強調した画像が有効であった。 
・ 画像判読された地質単元の識別精度について，ASTER 画像と比較し検討した結果，

多偏波 SAR 画像（L バンド情報エントロピーカラー画像）は ASTER 画像と同程度

の岩相識別能力を有することが判明した。 
・ 多偏波 SAR 画像は，ASTER 画像と同程度の変質帯の地形特徴を識別可能であるこ

とが判明した。 
 
【オーストラリア・カルグーリ地域（疎植生地域）】 
・ 疎植生地域における多偏波 SAR データを用いた岩相識別では，植生の影響を軽減し

た L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像を用いることによって岩相の

識別能力が向上した。 
・ 簡単散乱体成分を用いた最尤法による岩相分類では，植生の影響を軽減した 3 成分

（Ps，Pd，Ppds）を用いることにより岩相分類能力が向上した。また，岩相が特定

の植生種に被覆されている場合は，植生情報を加味した 5 成分（Ps，Pd，Ppds，
Pw，α）を用いた岩相分類が有効であった。 

・ 植生の影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像と簡単散乱体成分画像は，

ASTER フォールスカラー画像と同程度の岩相識別の能力を有することが判明した。

また，特定の岩相では ASTER フォールスカラー画像や多バンド 2 岩相分類重合画

像より岩相識別の能力が高いことが判明した。 
 
IV-6. 提言 

  
・ 今後，鉱床探査において多偏波 SAR データは，光学センサではデータ取得が困難な

植生地域での利用が想定される。したがって，岩相の地表ラフネスからの後方散乱

に対する植生被覆の影響についてさらに検討する必要がある。 
・ 現在，多偏波 SAR データから得られる岩相の偏波シグネチャの基礎的な情報が不足

しているため偏波シグネチャだけから岩相を特定することは困難である。今後，多

偏波 SAR データを用いた岩相識別を容易にするため，岩相の風化面の地表ラフネス

に基づく偏波シグネチャを整理しデータベース化を図る必要がある。  
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画像特徴と地表状況の対比
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岩相・変質帯識別能力の評価 

Lﾊﾞﾝﾄﾞ情報エントロピー
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フォールスカラー画像 
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画像判読（地質・リニアメント） 

既存地質資料 既存資料との対比

既存DEM 

SIR-C

現地検証調査 

エッジ保存型スペックルノイズ軽減処理

図 IV-1 研究内容フローチャート（北薩地域・カルグーリ地域） 

Fig. IV-1 Flow chart of the study contents (Hokusatsu area and Kalgoorlie area) 

a) 九州北薩周辺地域における研究内容フローチャート 

b) オーストラリア・カルグーリ地域における研究内容フローチャート 

岩相識別能力の評価 

ｴｯｼﾞ保存型ｽﾍﾟｯｸﾙﾉｲｽﾞ低減ﾌｨﾙﾀｰ処理済みﾃﾞｰﾀ 

ﾗﾌﾈｽと偏波特徴の検討 

2岩相分類重合画像 

2岩相分類処理 簡単散乱体画像最尤法ｶﾃｺﾞﾘ分類

簡単散乱体分解処理

画像判読（地質・リニアメント） 

教師エリア解析

植生散乱による影響の軽減 現地検証調査 

岩相の偏波特徴抽出 

岩相の偏波特徴検討 

既存資料との対比 

情報エントロピーを利用 

したカラー画像 

AIRSAR

岩相分類画像 

ASTER画像 既存地質資料 

植生被覆の影響の検討 
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(「鉱物資源図 九州」より抜粋) 

図 IV-2 研究対象地域の位置（北薩地域・カルグーリ地域） 
Fig. IV-2 Location map of the study area (Hokusatsu area and Kalgoorlie area) 

North 

(Geoscience, AUSTRARIA より抜粋)オリジナル縮尺 1:250,000 

(ID:4101,09/23/93)                (ID:4102,09/23/93)                (ID:4118,09/23/93)             (ID:4119,09/23/93) 

b) オーストラリア・カルグーリ地域の位置 

5km0 

a) 九州北薩地域の位置 

： SIR-Cデータカバレッジ

：AIRSARデータカバレッジ 
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a)北西地域 

b)中央地域 

c)南東地域 （20 万分の 1 九州地方土木地質図より） 

図 IV-3 対象地域の地質図（北薩地域） 
Fig. IV-3 Geologic map of the study area (Hokusatsu area) 
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凡 例 

図 IV-4 対象地域の地質図の凡例（北薩地域） 
Fig. IV-4 Legend of geologic map of the study area (Hokusatsu area) 

天草諸島地域 

Holocene 

Pleistocene 

Eocene 

Late Cretaceous 

（20万分の1九州地方土木地質図より）
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図 IV-5 変質帯位置図（北薩地域） 
Fig. IV-5 Location map of alteration zone (Hokusatsu area) 

（平成 12 年度 広域地質構造調査報告書 北薩・串木野地域より） 

真幸変質帯 

大塚変質帯 

桑木津留変質帯 
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図 IV-7 SAR データの倒れ込み量の計算方法 
Fig. IV-7 Calculation of foreshortening for SAR data 

図 IV-6 スラントレンジ－グランドレンジの関係 
Fig. IV-6 Relation between slant range and grand range 
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Ls0：Near スラントレンジ長 

Ds：スラントレンジピクセルサイズ 

Si0,Si1･･･：回転楕円体上のピクセル間隔 

（平成 15 年度衛星搭載合成開口レーダデータを利用した森林バイオマスの定量計測事業報告書より） 

（平成 15 年度衛星搭載合成開口レーダデータを利用した森林バイオマスの定量計測事業報告書より） 
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送信偏波：t_psi = -90°～ +90°，5°間隔

t_chi = -45°～ +45°，5°間隔

受信偏波：r_psi = -90°～ +90°，5°間隔

r_chi = -45°～ +45°，5°間隔

A岩相のミュウラー行列

[MA] 

絶対値(Sigma0_A - Sigma0_B)

A 岩相の偏波後方散乱強度

Sigma0_A 

B岩相のミュウラー行列

[MB] 

B岩相の偏波後方散乱強度

Sigma0_B 

送信偏波：t_psi_max = t_psi

t_chi_max = t_chi

受信偏波：r_psi_max = r_psi

r_chi_max = r_chi

２岩相偏波後方散乱強度強調画像の作成

送信偏波：(t_psi_max , t_chi_max) 

受信偏波：(r_psi_max , r_chi_max) 

最大

図 IV-8 偏波シグネチャを用いたコントラスト強調手法 
Fig. IV-8 Contrast emphasis method between 2 geologic units using polarimetric 

signature 
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図 IV-9 L バンド多偏波フォールスカラー画像（北薩地域） 
Fig. IV-9 L band polarimetric false color image (Hokusatsu area) 

a)北西地域（Frame:50905） 

c)南東地域（Frame:50909） 

b)中央地域（Frame:50907） 

真幸

布計 

遠原 
桑木津留

大塚

変質露出部 

韓国岳 
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図 IV-10 多バンド・多偏波フォールスカラー画像（北薩地域） 
Fig. IV-10 Multi-band and polarimetric false color image (Hokusatsu area) 

多バンド・多偏波フォールスカラー画像（中央地域） 

多バンド・多偏波フォールスカラー画像L バンドフォールスカラー画像 

市街地 

農耕地等

既存地質図（20万分の 1 九州地方土木地質図より） 

変質露出部 

真幸

布計 

遠原 

桑木津留
大塚

韓国岳 

市街地 

農耕地等 
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図 IV-11 教師エリアにおける L バンドの偏波シグネチャ（北薩地域） 
Fig. IV-11 L band polarimetric signatures of training area (Hokusatsu area) 

ana(霧島火山の玄武岩，植生に被覆） 

anph(中新世～更新世の輝石安山岩，植生に被覆） 

Kｍｍ（四万十累帯粘板岩・千枚岩，植生に被覆） 

Kms（四万十累帯砂岩・砂岩頁岩互層，植生に被覆） 

Cjl（秩父帯石灰岩，一部植生に被覆） 

ｐｒｋ（第三紀プロピライト，植生に被覆） 

Qa（第四紀沖積堆積物） 

wsi(第四紀シラス) 

韓国岳麓の酸性変質帯 

a）岩相 

b）変質帯 

遠原・布計変質帯 

真幸変質帯 
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変質露出部 

真幸

布計 

遠原 

桑木津留
大塚

韓国岳 

図 IV-12 L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像（北薩地域） 
Fig. IV-12 False color image derived from L band polarimetric signature 

(Hokusatsu area)

L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像(中央地域)  

L バンドフォールスカラー画像 L バンド偏波シグネチャ強調カラー画像 

既存地質図（20万分の 1 九州地方土木地質図より） 

市街地 

農耕地等

市街地 

農耕地等 
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L バンド情報エントロピーカラー画像(中央地域) 

図 IV-13 L バンド情報エントロピーカラー画像（北薩地域） 
Fig. IV-13 False color image derived from L band information entropy (Hokusatsu area) 

L バンドフォールスカラー画像 

既存地質図（20万分の 1 九州地方土木地質図

L バンド情報エントロピーカラー画像 

市街地 

農耕地等

市街地 

農耕地等 

変質露出部 

真幸

布計 

遠原 

桑木津留
大塚

韓国岳 
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図 IV-14 北西地域の画像判読結果（北薩地域） 
Fig. IV-14 Image interpretation results in the northwestern area (Hokusatsu area) 

a)地質判読結果 

b)リニアメント判読結果 凡例 

Kha：地質記号
：断層 
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図 IV-15 中央地域の画像判読結果（北薩地域） 
Fig. IV-15 Image interpretation results in the central area (Hokusatsu area) 

 

b)既存地質図 

a)地質判読結果 

凡例 

Kmm1：地質記号
：断層 

Prk 

（20 万分の 1 九州地方土木地質図より）

仏像構造線

真幸

布計

遠原 
桑木津留

大塚

遠原

布計

真幸 

桑木津留 大塚

Kmm1 Kmm2
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b)リニアメント判読結果 

a)地質判読結果 

図 IV-16 南東地域の画像判読結果（北薩地域） 
Fig. IV-16 Image interpretation results in the southeastern area (Hokusatsu area) 

凡例 

Ps1：地質記号
：断層 
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①北西地域 

20

19

18

②中央地域 
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③南東地域 
：調査地点 

1

2

3

4

5

6

図 IV-17 調査箇所の地形状況（北薩地域） 
Fig. IV-17 Topographic characteristics at the field investigation points (Hokusatsu area)
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図 IV-18 ASTER 画像（北薩地域） 
Fig. IV-18 Image of ASTER data (Hokusatsu area) 

2003/10/19

2003/10/19 

2002/10/16 

2002/10/16 

2004/02/15

2004/02/15
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①多バンド・多偏波フォールスカラー画像

②Lバンド偏波シグネチャ強調カラー画像 

③Lバンド情報エントロピーカラー画像 

L バンド情報エントロピーカラー画像(中央地域) 

図 IV-19 各処理画像の比較（北薩地域） 
Fig. IV-19 Comparison of processing images (Hokusatsu area) 

変質露出部 

真幸

布計

遠原 
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大塚

韓国岳 
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ASTER画像 既存地質図 

（九州地方土木地質図 1/20万） 
既存地質図 

（地質調査所 鹿児島 1/20万）

Lﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 ｵﾙｿ補正済みLﾊﾞﾝﾄﾞ 

情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 

水系発達部

水系未発達

水系発達 

水系未発達

B:t_psi00chi45 cross 
G:t_psi45chi00 cross 
R:t_psi00chi00 cross (HV) 

図 IV-20 第四系における比較検討図（北薩地域） 
Fig. IV-20 Comparison of the study results in the Quaternary area (Hokusatsu area) 
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図 IV-21 第三系における比較検討図（北薩地域） 
Fig. IV-21 Comparison of the study results in the Neogene area (Hokusatsu area) 

ASTER画像 既存地質図 

（地質調査所 宮崎 1/20万）

既存地質図 

（九州地方土木地質図 1/20万） 

Lﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 ｵﾙｿ補正済みLﾊﾞﾝﾄﾞ 

情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 
B:t_psi00chi45 cross 
G:t_psi45chi00 cross 
R:t_psi00chi00 cross (HV) 
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秩父帯 

ｵﾙｿ補正済みLﾊﾞﾝﾄﾞ 

情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 B:t_psi00chi45 cross 
G:t_psi45chi00 cross 
R:t_psi00chi00 cross (HV)

Lﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 

既存地質図 

（九州地方土木地質図 1/20万）
ASTER画像 

図 IV-22 ｼﾞｭﾗ系～白亜系における比較検討図（北薩地域） 
Fig. IV-22 Comparison of the study results in the Jurassic to Cretaceous area 

(Hokusatsu area) 
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図 IV-23 変質帯における比較検討図（北薩地域） 
Fig. IV-23 Comparison of the study results in the alteration zone (Hokusatsu) 

遠原・布計変質帯

真幸変質帯

布計 布計 

真幸 真幸 

遠原 遠原 

オルソ補正画像

オルソ補正画像 

ASTER画像 

ASTER画像 

緩傾斜部 緩傾斜部 

緩傾斜部 緩傾斜部 

珪化帯 

珪化帯 
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図 IV-24 対象地域の地質図（カルグーリ地域） 

Fig. IV-24 Geologic map of the study area (Kalgoorlie area) 

Geological Survey of Western Australia   
1:100,000 Geological Series  BARDOC より 

凡 例 
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図 IV-25 スペックルノイズ軽減された C，L 及び P バンド全電力フォールスカラー

合成画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-25 Total power false color image using C, L and P band speckle reduced 

data (Kalgoorlie area) 

a) C，L 及び Pバンド全電力フォールスカラー合成画像

b) L バンドフォールスカラー合成画像 

図 IV-26 簡単散乱体 
Fig. IV-26 Simple scattering targets 

大きな導体球・平板（Sphere・Plate） 二面コーナーリフレクター 

（dihedralcorner reflector）
ワイヤ（short, thin cylinder）

門脇・荒井（2004）より
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 L バンドフォールスカラー画像 

図 IV-27 L バンド情報エントロピーカラー画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-27 False color image derived from L band information entropy  

(Kalgoorlie area) 

L バンド情報エントロピーカラー画像 

czc 

Aogq

 L バンドフォールスカラー画像 

Aogｌ_2 

Apq_1 
Apq_3 Apq_2 

Apq_4 
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図 IV-28 教師エリアにおける L バンドの偏波シグネチャ（カルグーリ地域） 
Fig. IV-28 L band polarimetric signatures of training area (Kalgoorlie area) 

 a) 原データの偏波シグネチャダイアグラム

 b) Wire 成分を除いた偏波シグネチャダイアグラム 
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図 IV-29 対象地域北東部における L バンド 2 岩相分類画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-29 L band classification image between 2 geologic units in the northeastern area 

(Kalgoorlie area) 

多バンド 2 岩相分類画像 

（昨年度実施分） 

L バンド 2 岩相分類画像 L バンドフォールスカラー画像



Ⅳ‐61 

図 IV-30 中央部における L バンド 2 岩相分類画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-30 L band classification image between 2 geologic units in the central area 

(Kalgoorlie area) 

多バンド 2 岩相分類画像(昨年度実施分)

L バンドフォールスカラー画像 

L バンド 2 岩相分類画像 
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多バンド 2 岩相分類画像（昨年度実施分）

L バンドフォールスカラー画像 

L バンド 2 岩相分類画像 

図 IV-31 中央東部における L バンド 2 岩相分類画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-31 L band classification image between 2 geologic units in the central eastern 

area (Kalgoorlie area) 
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図 IV-32 北東部における 2 岩相分類重合画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-32 Classification image between 2 geologic units in the northeastern area 

(Kalgoorlie area) 

L バンド 2 岩相分類重合画像 L バンド 2 岩相分類重合画像

（昨年度実施分） 

植生影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像 

多バンド 2 岩相分類重合画像 

（昨年度実施分） 
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植生影響を軽減した L バンド 2 岩相分類重合画像 

L バンド 2 岩相分類重合画像 L バンド 2 岩相分類重合画像 

L バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度実施分） L バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度実施分）

図 IV-33 中央部と中央東部における 2 岩相分類重合画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-33 Classification image between 2 geologic units in the central and central eastern 

area (Kalgoorlie area) 

多バンド2 岩相分類重合画像（昨年度実施 多バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度実施分）
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①Sphere（Plate）成分画像（Ps） 

⑥Wire 成分の方位角（α） 

②Dihedral 成分画像（Pd） 

⑤Pedstal 成分画像（Ppds） 

④Helix 成分画像（Ph） ③Wire 成分画像（Pw） 

⑦Dihedral 成分の方位角（θ） 

図 IV-34 各簡単散乱体成分の画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-34 Simple scattering target images (Kalgoorlie area) 
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局所入射角：20～35度 

a) 代表的な岩相の簡単散乱体成分の強度値 

図 IV-35 代表的な岩相の簡単散乱体成分の強度値（カルグーリ地域） 
Fig. IV-35 Power of simple scattering targets (Kalgoorlie area) 

b) 教師エリア位置（背景画像は簡単散乱体成分画像）
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Abmo_123(High-Mg basalt)

Abmo_4(High-Mg basalt)

Aogq_1&2(Quartz-gabbro)

Ab_3(Mafic extrusive rock)

Ab_4(Mafic extrusive rock)

Aogl_1&2(Leucogabbro)

Czc_2(Colluvium)

Agcr(Credo granodiorite)

Apq_2&4(Quartz-feldspar porphyry)

Apq_1&3(Quartz-feldspar porphyry)
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a) 簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds） 

簡単散乱体成分画像 

（B：G：R=Ps：Pd：Ppds）

L バンドフォールスカラー画像

図 IV-36 北東部における簡単散乱体成分画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-36 Simple scattering target image in the northeastern area (Kalgoorlie area)

多バンド 2 岩相分類重合画像 

（昨年度実施分） 
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a) 簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds）

L バンドフォールスカラー画像 
L バンドフォールスカラー画像 

簡単散乱体成分画像 簡単散乱体成分画像 

図 IV-37 中央部と中央東部における簡単散乱体成分画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-37 Simple scattering target image in the central and central eastern area 

(Kalgoorlie area) 

多バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度分） 多バンド 2 岩相分類重合画像（昨年度分）
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a) 簡単散乱体成分画像を用いた画像判読結果図 

b) リニアメント図 

c) 既存地質図 

図 IV-38 画像判読図（カルグーリ地域） 
Fig. IV-38 Geologic interpretation map (Kalgoorlie area) 
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図 IV-39 北東部における最尤法による分類画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-39 Classification image of maximum likelihood method in the northeastern area 

(Kalgoorlie area) 

a) 簡単散乱体成分を用いた最尤法による分類画像（3 成分岩相分類画像） 

簡単散乱体成分画像

（B：G：R=Ps：Pd：Ppds）

5 成分岩相分類画像

（Ps，Pd，Ppds，Pｗ，α使用）

：沖積堆積物 
：崩積堆積物 
：石英長石質斑岩
：砂岩 
：火山砕屑岩 

：斑レイ岩 
：苦鉄質噴出岩 
：コマチアイト
：植生 

凡 例 

複素数最尤法分類画像

(昨年度分) 

3 成分岩相分類画像

（Ps，Pd，Ppds 使用） 
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図 IV-40 中央部と中央東部における最尤法による分類画像（カルグーリ地域） 
Fig. IV-40 Classification image of maximum likelihood method in the central and 

central eastern area (Kalgoorlie area) 

a) 簡単散乱体成分を用いた最尤法による分類画像（3 成分岩相分類画像） 

簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds） 簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds） 

3 成分岩相分類画像（Ps，Pd，Ppds 使用） 

5 成分岩相分類画像（Ps，Pd，Ppds，Pｗ，α使用） 

凡例は図Ⅳ‐39 を参照 

複素数最尤法分類画像（昨年度分） 

5 成分岩相分類画像（Ps，Pd，Ppds，Pｗ，α使用） 

3 成分岩相分類画像（Ps，Pd，Ppds 使用） 

複素数最尤法分類画像（昨年度分） 
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Aon(斑レイ岩) Abmo(高 Mg 玄武岩) Auk(コマチアイト) 

Apq(石英長石質斑岩) Aogl(優白質斑レイ岩) Afv (火山砕屑岩・ 
火山砕屑起源堆積岩) 

図 IV-41 代表的な岩相の地表状況（カルグーリ地域） 
Fig. IV-41 Surface condition of lithofacies (Kalgoorlie area) 

：調査地点 
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図 IV-42 各岩相の岩片の高さ方向の平均値・標準偏差（カルグーリ地域） 
Fig. IV-42 Height average and standard deviation of rock fragments for lithofacies 

(Kalgoorlie area) 

図 IV-43 地表ラフネスと簡単散乱体成分データとの関係（カルグーリ地域） 
Fig. IV-43 Relation between roughness and simple scattering targets data  

(Kalgoorlie area) 
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①局所入射角：20～40度の範囲の場合 ②局所入射角：40～60度の範囲の場合 
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a) 優白質斑レイ岩（Aogｌ1 と Aogｌ2） b) 高 Mg 玄武岩（Abmo1 と Abmo4） 

c) 石英長石質斑岩（Apq1 と Apq 3） 

図 IV-45 植生被覆率と簡単散乱体成分データとの関係（カルグーリ地域） 
Fig. IV-45 Relation between vegetation cover rate and simple scattering targets data 

(Kalgoorlie area) 

図 IV-44 ステレオペア写真判読結果と簡単散乱体成分データとの関係 
（カルグーリ地域） 

Fig. IV-44 Relation between interpretation of stereo photos and simple scattering 
targets data (Kalgoorlie area) 
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図 IV-46 北東部における各処理画像の比較図（カルグーリ地域） 
Fig. IV-46 Comparison of processing images in the northeastern area  

(Kalgoorlie area) 

L バンド 2 岩相分類 

重合画像 

L バンド 2 岩相分類重 

合画像（昨年度分） 

多バンド 2 岩相分類 

重合画像（昨年度分）

簡単散乱体成分画像 3 成分岩相分類画像 5 成分岩相分類画像

複素数最尤法分類画像

（昨年度分） 

ASTER 画像 

（B:G:R=1:3:4） 
既存地質図 

L ﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ

ｶﾗｰ画像 

簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds） 

凡例は図Ⅳ‐39 を参照
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図 IV-47 中央部における各処理画像の比較図（カルグーリ地域） 
Fig. IV-47 Comparison of processing images in the central area (Kalgoorlie area) 

L バンド 2 岩相分類合画像 簡単散乱体成分画像 

3 成分岩相分類画像 5 成分岩相分類画像

L ﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 

L バンド 2 岩相分類重合画像 

（昨年度分） 

多バンド 2 岩相分類重合画像 

（昨年度分） 

複素数最尤法分類画像（昨年度分） 

ASTER 画像（B:G:R=1:3:4） 既存地質図 

簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds）
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図 IV-48 中央東部における各処理画像の比較図（カルグーリ地域） 
Fig. IV-48 Comparison of processing images in the central eastern area (Kalgoorlie area)

簡単散乱体成分画像 

3 成分岩相分類画像 5 成分岩相分類画像

L ﾊﾞﾝﾄﾞ情報ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰｶﾗｰ画像 

L バンド 2 岩相分類重合画像

（昨年度分） 

多バンド 2 岩相分類重合画像 

（昨年度分） 

複素数最尤法分類画像（昨年度分） 

ASTER 画像（B:G:R=1:3:4） 既存地質図 

簡単散乱体成分画像（B：G：R=Ps：Pd：Ppds）

L ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 岩相分類重合画像 
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Frame No. pr50905 pr50906 pr50907 pr50908 pr50909 pr50910 

Radar Freq. /Pol. 

L band 
1.249GHz/ 

HH,HV, 
VV,VH 

C band 
5.298GHz/

HH,HV, 
VV,VH 

L band 
1.249GHz/

HH,HV, 
VV,VH 

C band 
5.298GHz/

HH,HV, 
VV,VH 

L band 
1.249GHz/ 

HH,HV, 
VV,VH 

C band 
5.298GHz/

HH,HV, 
VV,VH 

Data Acq. 1994/10/11 1994/10/11 1994/10/11 

Data consist SLC SLC SLC 

Sensor Platform 
Heading  

142.076   142.287 142.494 

Incidence Angle. 
Img. Ctr. 

16.689 
(Near:12.443, Far:19.970)

16.804 
(Near:12.567, Far:20.084)

16.907 
(Near:12.690, Far:20.179)

Az. pixel spacing 4.4957018   4.4958487 4.4959946 

Rng. pixel spacing 6.6624818 6.6624818 6.6624818 

Image size rng. 8.3km/az. 50.0km rng. 8.3km/az. 50.0km rng. 8.3km/az. 50.0km 

Geometric 
Represent 

Slant Range Slant Range Slant Range 

Orbit Direction Descending   Descending Descending 

表 IV-1 SIR-C データの主要諸元 
Table IV-1 Summary of SIR-C data 

表 IV-2 情報エントロピー算出結果（北薩地域） 
Table IV-2 Calculation results of information entropy (Hokusatsu area) 

ψｔ χｔ ψｔ χｔ ψｔ χｔ

Max01 0 0 cross 0 45 cross 45 0 cross 22.88405
Max02 0 0 like 0 0 cross 45 0 cross 22.82474
Max03 0 0 cross 45 0 cross 90 22.5 cross 22.82403
Max04 0 0 cross 0 22.5 cross 45 0 cross 22.82002
Max05 45 0 like 0 0 cross 45 0 cross 22.81845
Max06 90 0 like 0 0 cross 45 0 cross 22.80171
Max07 0 0 cross 45 0 cross 45 22.5 cross 22.79732
Max08 45 22.5 like 0 0 cross 45 0 cross 22.77474
Max09 0 22.5 like 90 0 like 0 0 cross 22.75728
Max10 0 0 like 90 22.5 like 0 0 cross 22.75043

13 0 0 like 0 0 cross 90 0 like 22.73567

Band Combination
Enformation

Entropy
band1 band2 band3
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色調 水系 
 

地質 

単元 L ﾌｫｰﾙｽｶﾗｰ ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ パターン 密度 
尾根 抵抗性 テクスチャ 土地利用 岩相（九州地方土木地質図より） 

Qa 暗赤紫～赤紫 濃青 縄状 低い 平坦 より低い 滑らか/モザイク状 市街地等 礫・砂・年度 

Qt2 淡緑・赤紫 濃青～赤紫 不明瞭 低い 平坦 低い 滑らか/モザイク状 市街地等

Qt1 赤紫～緑 緑黄～濃青 樹枝状 中程度 やや丸い やや低い 粗い 農耕地
礫岩・砂岩・泥岩・凝灰岩 

ana3 暗緑～緑 淡緑 不明瞭 低い 丸い 高い より滑らか なし 

ana2 淡緑～緑 淡緑～淡緑黄 不明瞭 低い 丸い 中程度 粗い/モザイク状 農耕地等

ana1 暗緑 暗緑黄 樹枝状 中程度 やや鋭い やや高い やや粗い/やや線状・やや対称 なし 

玄武岩・輝石安山岩・角閃石安山岩 

wsi2 暗赤紫 濃青 不明瞭 低い 平坦 低い 滑らか/モザイク状 農耕地等

wsi1 赤紫 青～濃青 不明瞭 低い 丸い やや低い 粗い/ブロック状 農耕地等
シラス 

wty2 緑・赤紫 淡緑黄～青 不明瞭 中程度 ほぼ平坦 やや低い 粗い/ブロック状 農耕地等

第
四

紀
 

wty1 緑・赤紫 淡緑黄 不明瞭 中程度 丸い 中程度 やや粗い/ブロック状 なし 
溶結凝灰岩・流紋岩・石英安山岩 

anph3 淡緑～緑 青・淡緑黄 不明瞭 高い やや丸い やや低い やや滑らか/やや線状・非対称 農耕地等

anph2 暗緑～緑 暗緑黄 樹枝状 高い 鋭い 高い やや粗い/線状・対称 なし 

anph1 暗緑～緑 暗緑黄 樹枝状 高い 鋭い やや高い やや粗い/明瞭な線状・対称 なし 

輝石安山岩・玄武岩 

ank 淡緑～緑 淡緑黄～緑黄 不明瞭 やや低い やや丸い 高い 滑らか/やや線状・やや対称 なし 輝石安山岩・角閃石安山岩・凝灰岩等 

prk 淡緑・赤紫 青・淡緑黄 不明瞭 中程度 丸い 中程度 滑らか/やや線状・非対称 農耕地等 プロピライト 

Ps2 淡緑～緑 緑黄～暗緑黄 樹枝状 高い やや鋭い 中程度 やや滑らか/明瞭な線状・対称 なし 

Ps1 淡緑～緑 淡緑黄～緑黄 樹枝状 中程度 やや丸い 中程度 やや滑らか/線状・対称 なし 
礫岩・砂岩・赤色岩・砂岩頁岩互層 

第
三

紀
 

Pm 暗緑～緑 淡緑黄～緑黄 樹枝状 高い 鋭い 高い やや粗い/やや線状・非対称 なし 頁岩・砂岩頁岩互層 

Koa 淡緑～暗緑 暗緑黄 樹枝状 やや高い やや鋭い 高い やや粗い/線状・非対称 なし 礫岩・砂岩・赤色砂岩・砂岩頁岩互層 

Kms 淡緑～暗緑 淡緑黄～緑黄 樹枝状 高い 鋭い 高い やや粗い/明瞭に線状・対称 なし 砂岩・砂岩頁岩互層 

Kmm2 淡緑～緑 緑黄～暗緑黄 樹枝状 高い 鋭い やや高い やや粗い/線状・やや対称 なし 

Kmm1 淡緑～緑 淡緑黄 樹枝状 やや高い やや丸い 高い やや滑らか/やや線状・非対称 なし 
粘板岩・千枚岩 

Kha 淡緑～暗緑 緑黄 樹枝状 高い 鋭い 高い やや粗い/線状・対称 なし 礫岩・砂岩・砂岩頁岩互層 

白
亜

紀
 

gdr 緑 暗緑黄 樹枝状 高い 鋭い 高い やや滑らか/線状・対称 なし 片麻状花崗閃緑岩・石英閃緑岩 

Jsa2 暗緑～緑 淡黄緑 樹枝状 中程度 やや丸い 中程度 やや粗い/やや線状・やや対称 なし 

ｼ
ﾞｭ

ﾗ
紀

 

Jsa1 暗緑～緑 暗緑黄・暗青 樹枝状 高い やや鋭い やや高い やや滑らか/線状・対称 なし 
砂岩・頁岩・礫岩・石灰岩レンズ 

Cjs2 暗緑～緑 暗緑黄 樹枝状 高い やや鋭い やや高い やや粗い/線状・対称 なし 

Cjs1 暗緑～緑 暗緑黄 樹枝状・平行状 高い 鋭い 高い やや粗い/線状・非対称 なし 
砂岩・粘板岩 

Cjc 淡緑～緑 緑黄 樹枝状・平行状 やや高い やや鋭い 高い やや滑らか/線状・やや対称 なし チャート 

Cjl 暗緑 暗緑黄 平行状 中程度 鋭い 高い やや滑らか/やや線状・非対称 なし 石灰岩 

ｼ
ﾞｭ

ﾗ
～

石
炭

紀
 

mrl 緑 暗緑黄 平行状 やや低い やや丸い やや高い やや滑らか なし 結晶質石灰岩 

表 IV-3 地質判読チャート（北薩地域） 
Table IV-3 Geologic interpretation chart (Hokusatsu area) 
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  注 1：L バンドフォールスカラー画像（B：G:R=VV:HV:HH）の色調 

  

調査地点 SIR-C 画像特徴（色調注 1 と地形特徴） 調査結果 

1 

淡緑色。頁岩層分布域ではやや線状でやや粗
いテクスチャであるのに対し，砂岩層分布域で
は明瞭な線状でやや滑らかなテクスチャが認
められる。 

四万十累帯南帯の砂岩層と頁岩層の違いにより地形が
異なり，頁岩層分布域では地形の起伏が砂岩層分布域
と比較するとより小さい。 

2 
淡緑～緑色。頁岩層分布域のバックスロープ
では尾根・谷が不明瞭であるが，砂岩層分布
域では線状のテクスチャが明瞭。 

四万十累帯南帯の砂岩層と頁岩層の違いにより地形が
異なり，頁岩層分布域では地形の起伏が砂岩層分布域
と比較するとより小さい。 

3 
緑～濃緑色。バックスロープ部に線状のテクス
チャが発達する。 

Ps1（砂岩層）では水系が発達し小規模な尾根・谷が形成
されており，この地形特徴が SIR-C 画像上では線状の模
様として認められる。 

4 
濃緑色。周囲と比較するとフォアショートニン
グ・レイオーバーが顕著。 

安山岩分布域は周囲と比較すると起伏が大きく，周辺と
は明瞭に地形が異なる。 

5 
紫色。平坦な段丘面に相当。 Qa(沖積堆積物)分布域は主に水田として利用され，Qt

（段丘堆積物）と wsi2(シラス)分布域は段丘地形を形成し
主に畑地として利用されている。 

6 
淡緑～緑色及び赤紫色。粗いテクスチャを示し
尾根・谷の伸張方向は一定しない小起伏地形
を呈する。 

シラスからなる山地は起伏の小さい地形を形成し，斜面
の傾斜は緩傾斜である。 

7 
変質部：淡赤紫色。溶岩：淡緑色及び緑色。水
系発達の程度は、淡緑色部は低く緑色部はよ
り高い。 

温泉型変質部。沢に位置し急峻な地形を呈す。変質帯は
画像上では認識できないが，水系未発達部と発達部の境
界に位置する。 

8 
変質部は赤紫色を呈し，周辺の淡緑・濃青色
で発色する溶岩分布域と異なる色調。溶岩分
布域は水系が未発達。 

温泉型変質帯が広範囲に広がり，植生は乏しい。現在も
噴気が認められ，過去には硫黄採掘場が存在した。 

9 
淡緑～赤紫色。尾根・沢の伸張方向が周辺と
異なる。テクスチャがより滑らかで尾根の断面
はより丸い傾向にある。 

珪化部は地形的に突出し急峻な地形を形成するのに対
し粘土化帯はなだらかな地形を呈する。 

10 
淡緑～濃緑色。NW 方向のリニアメント発達。
テクスチャが滑らかで尾根が丸い傾向にある。

珪化部は地形的に突出し急峻な地形を形成するのに対
し粘土化帯はなだらかな地形を呈する。 

11 

淡緑～赤紫色。遠原地域の中央を流下する河
川の左岸側では，尾根の伸張方向が一定であ
り尾根は丸い傾向にある。一方，右岸の山腹
斜面は急峻で水系がより発達する。 

一定方向の谷が発達。緩傾斜のなだらかな地形が広く分
布する。珪化帯の突出した地形は認められない。 

12 
暗赤紫～赤紫色。周囲の尾根・谷の伸張方向
が一定しない小起伏の地形。 

付近一帯は植林が伐採され低潅木・草によって被覆され
ている。 

13 
暗赤紫～赤紫色。周囲の尾根・谷の伸張方向
が一定しない小起伏の地形。また，テクスチャ
がより滑らかで尾根が丸い傾向にある。 

変質部は周辺の地形と比較すると緩傾斜の小起伏地形
を呈する。 

14 
淡緑～赤紫色。周囲の尾根・谷の伸張方向が
一定しない小起伏の地形。また，テクスチャが
より滑らかで尾根が丸い傾向にある。 

変質帯は周辺と比較すると緩傾斜の小起伏地形を呈す。

15 
淡緑～濃緑色。バックスロープでは線状のテク
スチャが認められる。尾根は鋭い傾向にある。

急峻な地形を呈し，小規模な水系が発達する。 

16 
赤紫色。尾根部に相当。周辺と比較すると滑ら
かなテクスチャを示す。 

平坦な尾根部にあたり牧草が分布する。構成する地層は
安山岩と安山岩質ハイアロクラスタイトからなる。 

17 
濃緑色。非対称な地形特徴を呈し，バックスロ
ープテクスチャは滑らかである。 

急峻な地形を形成し，植生に乏しい。 

18 

淡緑～緑色。 Cjs1（粘板岩・砂岩）は線状の
テクスチャを呈する。一方，Cjc（チャート）は滑
らかなテクスチャを呈し細かい線状のテクスチ
ャを示す。 

Cjs1（粘板岩・砂岩）と Cjc（チャート）によって地形が異な
る。 

19 
淡緑～緑色。リニアメントが明瞭。断層の南東
側では線状テクスチャが発達するのに対し，北
西側では線状テクスチャが未発達である。 

断層地形と考えられる斜面三角末端面が認められる。ま
た，断層を挟んで南東側では急峻な地形を，北西側では
なだらかな地形を呈する。 

20 
淡緑～緑色。急峻な地形特徴を示し，またバッ
クスロープに線状のテクスチャが発達する。 

急峻な地形を呈し水系が発達する。 

表 IV-4 現地調査結果総括表（北薩地域） 
Table IV-4 Summarized table of ground truth (Hokusatsu area) 
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地質事象 ｴﾝﾄﾛﾋﾟ-ｶﾗｰ画像 ASTER 画像 備 考 

Qa ○ ○ 両画像とも地形特徴・色調が明瞭 

Qt2 ○ ○ 両画像とも地形特徴・色調が明瞭 

Qt1 ○ ○ 両画像とも地形特徴・色調が明瞭 

ana3 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

ana2 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

ana1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

wsi2 ○ ○ 両画像とも地形特徴・色調が明瞭 

wsi1 ○ △ ASTER での色調が不明瞭 

wty2 ○ ○ 両画像とも地形特徴・色調が明瞭 

wty1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

anph3 ○ △ ASTER での色調が不明瞭 

anph2 ○ ○ 両画像とも地形特徴から抽出 

anph1 ○ ○ 両画像とも地形特徴から抽出 

Ank ○ △ ASTER での地形特徴が不明瞭 

Prk ○ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Ps2 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Ps1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Pm △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Koa △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Kms △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Kmm2 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Kmm1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Kha △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

gdr △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Jsa2 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Jsa1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Cjs2 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Cjs1 △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Cjc △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

Cjl △ ○ ASTER では地形特徴・色調が明瞭 

mrl △ △ 両画像とも地形特徴から抽出 

表 IV-5 評価結果総括表（北薩地域） 
Table IV-5 Summarized table of the study results (Hokusatsu area) 

凡 例 

○：良好，△：やや不良，×：不良 
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 Frame No. cm4101 cm4102 cm4118 cm4119 

Radar Freq. /Pol. 

P (0.45 GHz) 
L (1.26 GHz) 
C (5.31 GHz) 
/Full pol. 

P (0.45 GHz) 
L (1.26 GHz) 
C (5.31 GHz) 

/Full pol. 

P (0.45 GHz) 
L (1.26 GHz) 
C (5.31 GHz) 

/Full pol. 

P (0.45 GHz) 
L (1.26 GHz) 
C (5.31 GHz) 

/Full pol. 

Data Acq. 1993/09/23 1993/09/23 1993/09/23 1993/09/23 

Data consist MLC MLC MLC MLC 

True Heading  86.8° 86.3° 86.0° 86.0° 

Incidence Angle. 
(Near Range) 

23.75266° 20.18132° 22.95897° 20.18132° 

Az. pixel spacing 8.22ｍ 8.27ｍ 8.25ｍ 8.23m 

Rng. pixel spacing 6.662ｍ 6.662ｍ 6.662ｍ 6.662m 

Geometric 
Represent 

Slant Range Slant Range Slant Range Slant Range 

Look Direction Left Left Left Left 

表 IV-6 JPL/AIRSAR データの主要諸元 
Table IV-6 Summary of JPL/AIRSAR data 

表 IV-7 情報エントロピー算出結果（カルグーリ地域） 
Table IV-7 Calculation results of information entropy (Kalgoorlie area) 

ψｔ χｔ ψｔ χｔ ψｔ χｔ

Max01 0 45 like 0 0 cross 0 45 cross 22.76594
Max02 0 0 cross 0 45 cross 45 0 cross 22.74133
Max03 0 0 like 0 45 like 90 0 like 22.74006
Max04 0 45 like 0 45 cross 45 0 cross 22.70829
Max05 0 45 like 90 0 like 0 0 cross 22.68304
Max06 0 0 like 90 0 like 0 0 cross 22.65628
Max07 0 45 like 45 0 like 0 0 cross 22.64967
Max08 90 0 like 0 0 cross 45 0 cross 22.64063
Max09 0 45 like 45 0 like 45 0 cross 22.63484
Max10 0 22.5 like 90 0 like 0 0 cross 22.63436

Band Combination
Enformatio
n Entropy

band1 band2 band3
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注 1：簡単散乱体成分画像（B：G:R=Ps:Pd:Pｐｄｓ）の色調 

水系 
 

地質 

単元 
色調注 1 

パターン 密度 
尾根 抵抗性 テクスチャ 土地利用 備考 

Qa 暗緑色 縄状 高 - 極めて低い 滑らか なし Alluvium 相当 

Czc 暗緑色 縄状 高 平坦 低い 粗い なし 

Czl 
淡緑～ 

淡桃色 
亜平行 中 台地状 低い 粗い なし 

新
生
代 

Czg 暗橙色 樹枝状 中 台地状 低い やや粗い  

Gravel, Sand, Laterite 相当 

Agcr 紫色 樹枝状 高 丸い 中程度 粗い なし CREDO Granodiorite 相当 

Apq2 暗青色 - - 平坦 中程度 やや滑らか なし 

Apq1 淡橙色 樹枝状 中 平坦 低い やや滑らか なし 
Qz-Feld Porphyry 相当 

Afv 
橙色～桃色 

緑灰色 
- - 平坦 低い やや粗い なし Volcanoclastics rock 相当 

Aon 淡桃色 - - 丸い やや高い 滑らか なし 

Aog 淡紫色 - - 丸い やや高い 滑らか なし 

Aogq 淡紫色 平行状 中 やや鋭い 高い 粗い なし 

Aogl 紫色 - - やや鋭い やや高い 滑らか なし 

Gabbro 相当 

Abmo 
緑色 

紫～暗紫色 
平行状 中 鋭い 高い やや粗い なし 

Ab 
暗青色 

～淡紫色 
樹枝状 高 丸い 中程度 やや滑らか なし 

Basalt 相当 

始
生
代 

Auk 
暗緑褐色 

茶褐色 
亜平行 高 平坦 低い やや滑らか なし Ultramafic rock 相当 

表 IV-8 地質判読チャート（カルグーリ地域） 
Table IV-8 Geologic interpretation chart (Kalgoorlie area) 
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サイト 地 質 岩 相 ラフネス注 1 地表状況 画像成分比 
ｽﾃﾚｵﾍﾟｱ 

写真成分比 

Ab1&2&34 苦鉄質噴出岩 玄武岩。細粒。岩片として分布。 

岩片高さ Ab1:av.8.0cm, std.4.5cm 

        Ab2:av.5.2cm, std.2.8cm 

        Ab3:av5.1cm, std.2.8cm 

        Ab4:土壌が広く分布し未計測 

 

Ab1：:粗い 

Ab2:滑らか 

Ab3:滑らか 

Ab4:滑らか 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H=１～2m 程度の立木が分

布。最大H=5m程度。葉は少なく縦方向

の枝が発達。 

 

Ab1:Ps=36.5%, Pd=12.9% 

Ab2:Ps=41.8%, Pd=13.4% 

Ab3:Ps=66.3%, Pd=6.7% 

Ab4:Ps=49.7%, Pd=14.0% 

 

Ab1:Ps=6.7%, Pd=2.9% 

Ab2:Ps=5.1%, Pd=3.2% 

Ab3:Ps=5.4%, Pd=2.3% 

Ab4:- 

Abmo1&3&4 高 Mg 玄武岩 玄武岩。細粒。岩片として分布 

岩片高さ Abmo1:av5.1cm, std.2.9cm 

        Abmo3:av.7.2cm, std.3.9cm 

        Abmo4:av.4.9cm, std.2.7cm 

 

Abmo1:滑らか 

Abmo3：粗い 

Abmo4:滑らか 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：Abmo1&4 では主に H＝1～2m 程

度の立木と H=0.5m 程度のｽﾋﾟﾆﾌｨｯｸｽ

が分布。 H=5m 程度の立木が点在。 

植生被覆率：Abmo1=43%，Abmo4=37% 

 

Abmo1:Ps=49.3%, Pd=12.1%

Abmo3:Ps=58.6%, Pd=8.7%

Abmo4:Ps=37.8%, Pd=17.0%

 

Abmo1:Ps=3.9%, Pd=1.3% 

Abmo3:Ps=9.5%, Pd=2.5% 

Abmo4:Ps=3.6%, Pd=0.8% 

Afv1&2&3 砕屑岩 千枚岩，頁岩。一部露頭。主に岩片として分布 

岩片高さ Afv1:av4.3cm, std.2.4cm 

        Afv2:av.5.3cm, std.2.8cm 

        Afv3:av.3.3cm, std.1.8cm 

 

Afv1:滑らか 

Afv2:滑らか 

Afv3：滑らか 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～2m 程度の立木と

H=0.5m 程度のブッシュが分布。 

H=5m 程度の立木が点在。  

 

Afv1:Ps=29.1%, Pd=12.4% 

Afv2:Ps=34.7%, Pd=11.8% 

Afv3：Ps=33.1%, Pd=13.8% 

 

Afv1:Ps=0.6%, Pd=0.5% 

Afv2:Ps=2,9%, Pd=1.4% 

Afv3：Ps=1.2%, Pd=0.9% 

Aog1&2 変斑レイ岩 斑レイ岩。中粒。一部露頭。岩片は亜角～亜

円。 

岩片高さ Aog1:av6.9cm, std.3.7cm 

        Aog2:av.5.8cm, std.3.1cm 

 

Aog1:粗い 

Aog2:滑らか 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～3m 程度の立木が分

布。ブッシュはなし。 

 

Aog1:Ps=33.1%, Pd=13.5% 

Aog2:Ps=37.3%, Pd=13.2% 

 

Aog1:Ps=5.4%, Pd=1.9% 

Aog2:Ps=4.6%, Pd=1.2% 

Aogl1&2 優白質斑レイ

岩 

閃緑岩。中粒。岩片は角～亜角。 

岩片高さ Aogl1:av7.4cm, std.4.5cm 

        Aogl2:av.6.8cm, std.3.8cm 

 

Aogl1:粗い 

Aogl2:粗い 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～3m 程度の立木が分

布。地表面に枯木が点在。 

植生被覆率：Aogｌ1=32%，Aogl2=54% 

 

Aogl1:Ps=58.6%, Pd=9.1% 

Aogl2:Ps=54.5%, Pd=7.8% 

 

Aogl1: Ps=9.1%, Pd=3.4% 

Aogl2:Ps=6.1%, Pd=1.4% 

Aogq2 石英斑レイ岩 閃緑岩。中粒。岩片は角～亜角。 

岩片高さ Aogq2:av7.0cm, std.3.9cm 

 

Aogq2:粗い 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～2m 程度の立木と

H=0.5m 程度のブッシュが分布。 

 

Aogq2:Ps=62.0%, Pd=6.8% 

 

Aogq2:Ps=9.8%, Pd=2.2% 

Aon1&2 斑レイ岩 斑レイ岩。粗粒～中粒。岩片は亜角～亜円。 

岩片高さ Aon1:av29.5cm, std.22.0cm 

        Aon2:av.10.3cm, std.6.9cm 

 

Aon1:粗い 

Aon2:粗い 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～3m 程度の立木が分

布。 

 

Aon1:Ps=42.9%, Pd=10.3% 

Aon2:Ps=38.3%, Pd=12.2% 

 

Aon1:Ps=6.5%, Pd=2.4% 

Aon2:Ps=7.9%, Pd=2.3% 

Apq1&3 石英長石質斑

岩 

石英斑岩。粗粒～中粒。岩片は角～亜角。 

岩片高さ Apq1:av6.7cm, std.3.7cm 

        Apq3:av.9.2cm, std.5.0cm 

 

Apq1:粗い 

Apq3:粗い 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝1～3m 程度の立木が分

布。植生被覆率：Apq1=29%，Apq3=34%

 

Apq1:Ps=57.0%, Pd=8.8% 

Apq3:Ps=63.1%, Pd=7.8% 

 

Apq1:Ps=7.7%, Pd=1.9% 

Apq3:Ps=31.3%, Pd=3.5% 

Apq2&4 石英長石質斑

岩 

石英斑岩。粗粒～中粒。岩片は角～亜角。 

岩片高さ Apq2:av.7.1cm, std.3.9cm 

Apq4:av7.5cm, std.4.2cm 

 

Apq2:粗い 

Apq4:粗い 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：主に H＝2～4m 程度の立木が分

布。 

 

Apq2:Ps=26.6%, Pd=11.4% 

Apq4:Ps=31.9%, Pd=11.3% 

 

Apq2:Ps=4.5%, Pd=2.4% 

Apq4:Ps=3.7%, Pd=2.3% 

Auk1&2&3 コマチアイト 全箇所，ほぼ土壌に被覆される。 

岩片高さ Auk1:土壌が広く分布し未計測 

Auk2:ラテライトが分布し未計測 

Auk3: av3.4cm, std.1.9cm 

 

Auk1:-  

Auk2:- 

Auk3:滑らか 

地表面：土壌と岩片が分布。 

植生：Auk1&3 は主に H＝1～1.5m 程度

の立木と H＝0.5m 程度のｽﾋﾟﾆﾌｨｯｸｽが

分布。 

 

Auk1:Ps=26.3%, Pd=13.4% 

Auk2: Ps=32.0%, Pd=15.6%

Auk3: Ps=31.1%, Pd=18.3%

 

Auk1:- 

Auk2:- 

Auk3:Ps=2.1%, Pd=0.8% 

表 IV-9 現地調査結果総括表（カルグーリ地域） 
Table IV-9 Summarized table of ground truth (Kalgoorlie area) 

注 1：レイリー基準により L バンドの場合，高さ方向の RMS 値が 3.5cm 以上の場合はラフネスが粗く，それ以下の場合はラフネスが滑らかとなる。 
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画像間の比較 

地質 

事象 

CLP ﾌｫｰﾙ
ｽｶﾗｰ画像 

L ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｫ
ｰﾙｽｶﾗｰ

画像 

L ﾊﾞﾝﾄﾞ多偏
波シグネチ
ャ強調画像

L ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 岩
相分類画

像 
（昨年度）

L ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 岩
相分類画

像 
（本年度）

L 情報エ
ントロピ
ー画像 

簡単散乱
体成分画

像 

複素数最
尤法岩相
分類画像

3 成分岩相
分類画像

5 成分岩
相分類画

像 
ASTER 備 考 

Qa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ASTER では後背地の影響あり 

Czc ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ASTER では明瞭 

Czl ○ △ △ △ △ △ △ △ × × △ ASTER では不明瞭 

Czg ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ASTER では明瞭 

Agcr △ △ △ △ △ △ △ ― ― ― ○ 岩相分類のｶﾃｺﾞﾘｰに含まれず 

Apx ○ △ △ △ △ △ △ ― ― ― △ 岩相分類のｶﾃｺﾞﾘｰに含まれず 

Apq ○ △ △ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ASTER では明瞭 

Aks ○ × × × △ △ △ ― ― ― × 岩相分類のｶﾃｺﾞﾘｰに含まれず 

Afv ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ASTER ではやや不明瞭 

Aon ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ASTER では Aog との識別困難 

Aog ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ASTER では Aon との識別困難 

Aogq △ △ △ △ △ △ △ ○ △ × ○ ASTER では明瞭 

Aogl ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ASTER では明瞭 

Abmo ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ASTER では明瞭 

Ab △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ASTER ではやや明瞭 

Auk △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ASTER では明瞭 

断層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ 分類画像は地形特徴が欠ける 

褶曲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × × ○ 分類画像は地形特徴が欠ける 

ﾘﾆｱﾒﾝﾄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × × ○ 分類画像は地形特徴が欠ける 

表 IV-10 評価結果総括表（カルグーリ地域） 
Table IV-10 Summarized table of the study results (Kalgoorlie area) 

凡 例 

○：良好，△：やや不良，×：不良 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

巻 末 資 料 

 

 

現地調査結果一覧 
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付図 1 現地調査地点（北薩地域） 
Appendix 1 Field investigation points (Hokusatsu area) 

①北西地域 

20

19

18

②中央地域 

7

8

9

1413

10

11

17

16 12

15

③南東地域 
：調査地点 

1

2

3

4

5

6
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表 1 北薩地域 現地検証結果一覧(1/20) 
Table 1 List of field verification results in Hokusatsu area (1/20) 

調 査 地 点 01 
調 査 日 平成 16 年 12 月 09 日 
調 査 目 的 岩相の異なる地形・地質状況確認（日南市西部） 

調 査 結 果 四万十累帯南帯の砂岩層と頁岩層の違いにより地形が異なり，頁岩層分布

域では地形の起伏が砂岩層分布域と比較するとより小さい。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

Pm（頁岩層）分布域ではやや線状でやや粗いテクスチャであるのに対し，

Ps2（砂岩層）分布域では明瞭な線状でやや滑らかなテクスチャが認めら

れる。 

画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

Ps2 分布域では赤色を，Pm 分布域では暗赤色を呈しており植生の違いが

認められる。また，Ps2 分布域ではより水系が発達する。 
緯度 N31°36’32” 

経度 E131°20′13” 

Ps2（砂岩層）に比べ

Pm（頁岩層）分布域

は地形の起伏が小さ

い。Pm 分布域は植林

地帯である。 
（SAR 照射方向は写

真右から左） 
 

緯度 N31°38′34″ 

経度 E131°18′29″ 

現 地 写 真 

四万十帯南帯の暗褐

色頁岩。砂岩の薄層を

挟む。 
走向・傾斜:N70E50S 

備 考  

Ps2 

Pm 
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表 2 北薩地域 現地検証結果一覧(2/20) 
Table 2 List of field verification results in Hokusatsu area (2/20) 

調 査 地 点 02 
調 査 日 平成 16 年 12 月 09 日 
調 査 目 的 岩相の異なる地形・地質状況確認（三股町南西部） 

調 査 結 果 四万十累帯南帯の砂岩層と頁岩層の違いにより地形が異なり，頁岩層分布

域では地形の起伏が砂岩層分布域と比較するとより小さい。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

Pｍ（頁岩層）分布域のバックスロープでは尾根・谷が不明瞭であるが，

Ps2（砂岩層）分布域では線状のテクスチャが明瞭である。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

Ps2 分布域では赤色を，Pm 分布域では暗赤色を呈しおり植生の違いが認

められる。また，Ps2 分布域ではより水系が発達する。 
緯度 N31°42′08″ 

経度 E131°07′40″ 

Ps2（砂岩層）に比べ

Pm（頁岩層）分布域

は地形の起伏が小さ

い。Pm 分布域は主に

植 林 さ れ て い る 。

（SAR 照射方向は写

真左上から右下） 

緯度 N31°41′27″ 

経度 E131°08′29″ 
現 地 写 真 

Ps2 の露頭（採石場）。

砂岩優勢砂岩・頁岩互

層。 
走向・傾斜：E-W40S 
節理：N10W90 

備 考 Pm 分布域の一部はシラスに被覆されている。 

Ps2 Pm 
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表 3 北薩地域 現地検証結果一覧(3/20) 
  Table 3 List of field verification results in Hokusatsu area (3/20) 

調 査 地 点 03 
調 査 日 平成 16 年 12 月 10 日 
調 査 目 的 岩相の異なる地形・地質状況確認（高崎町北部） 

調 査 結 果 Ps1（砂岩層）では水系が発達し小規模な尾根・谷が形成されており，こ

の地形特徴が SIR-C 画像上では線状の模様として認められる。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

Ps1（砂岩層）のバックスロープには線状のテクスチャが認められる。 画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

非常に細かい水系が発達する。尾根部は赤色を，斜面末端部は暗赤色を呈

す。 
緯度 N31°54′27″ 

経度 E131°04′04′ 

Ps1 分布域の地形。水

系が発達し小規模な

尾根・谷地形が形成さ

れている。写真手前の

段丘状の平坦部はシ

ラスからなる。尾根部

は広葉樹に，斜面末端

部は広葉樹・植林（杉）

に被覆される。 
（SAR 照射方向は写

真手前から奥） 
緯度 N31°54′06″ 

経度 E131°04′04″ 

現 地 写 真 

Ps1 の露頭確認に至

らず。 
水田分布域はシラス

からなる段丘上に相

当する。この段丘地形

は SIR-C 画像では不

明瞭。 

備 考  

Ps1 

wsi1 

Ps1 

wsi1 
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表 4 北薩地域 現地検証結果一覧(4/20) 
Table 4 List of field verification results in Hokusatsu area (4/20) 

調 査 地 点 04 
調 査 日 平成 16 年 12 月 10 日 
調 査 目 的 ank(安山岩)分布域の地形・地質状況確認（高崎町南部） 

調 査 結 果 ank(安山岩)分布域は周囲と比較すると起伏が大きく，周辺とは明瞭に地

形が異なる。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

ank(安山岩)分布域は周囲と比較するとフォアショートニングの程度が著

しくレイオーバーも認められる。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

尾根部は平面的であり，斜面末端部では水系が発達する。尾根部は赤色を

呈す。 
緯度 N31°52′56″ 

経度 E131°04′04″ 

ank（安山岩）からな

る山稜は平坦であり

フォアスロープには

谷地形が発達する。

wsi1（シラス）分布

域は段丘地形を形成

する。 
（SAR 照射方向は写

真手前から奥） 
 
緯度 N31°50′54″ 

経度 E131°03′37″ 

現 地 写 真 

露頭確認に至らず。

ank（安山岩）のフォ

アスロープ部。谷の密

度はPs1よりも低い。

尾根部は植林（杉）さ

れている。 

備 考  

ank 

wsi1 
Qa 
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表 5 北薩地域 現地検証結果一覧(5/20) 
Table 5  List of field verification results in Hokusatsu area (5/20) 

調 査 地 点 05 
調 査 日 平成 16 年 12 月 10 日 
調 査 目 的 第四紀堆積物の地形・地質状況確認（都城市中央部） 

調 査 結 果 Qa(沖積堆積物)分布域は主に水田として利用され，Qt(段丘堆積物)と
wsi2(シラス)分布域は段丘地形を形成し主に畑地として利用されている。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

Qa 分布域は赤紫色，Qt 分布域は淡緑色及び wsi2 分布域は紫色として発

色する。撮像時期（11 月）を考慮すると wsi2 の紫色は畑地の農作物よる

VV 偏波の散乱に起因すると考えられる。 

画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

Qa 分布域は白色，Qt 分布域は淡青色，wsi2 分布域は淡赤～暗緑色を呈

する。 
緯度 N31°44′59″ 

経度 E131°02′30″ 

Qa 分布域は主に水田

として，Qt 分布域は

主に住宅地・畑地とし

て利用されている。 
（SAR 照射方向は写

真奥から手前） 
 

緯度 N31°45′31″ 

経度 E131°01′43″ 

現 地 写 真 

Qa，Qt，wsi2 共に露

頭確認に至らず。 
wsi2 分布域は主に畑

地として利用され，地

形的に平坦である。 
 

備 考  

wsi2 

Qa 

Qt 
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表 6 北薩地域 現地検証結果一覧(6/20) 
Table 6 List of field verification results in Hokusatsu area (6/20) 

調 査 地 点 06 
調 査 日 平成 16 年 12 月 09 日 
調 査 目 的 wsi1（シラス）の地形・地質状況確認（都城市西部） 

調 査 結 果 シラスからなる山地は起伏の小さい地形を形成し，斜面の傾斜は緩傾斜で

ある。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

粗いテクスチャを示し尾根・谷の伸張方向は一定しない小起伏地形を呈す

る。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 暗赤色を呈し非常に細かくまた方向性が一定しない水系が発達する。 

緯度 N31°45′41″ 

経度 E130°59′21″ 

wsi1(シラス )からな

る山地の山腹斜面は

緩傾斜である。 
植生は植林・竹林から

なる。 
（SAR 照射方向は写

真左から右） 
 

緯度 N31°45′40″ 

経度 E130°59′15″ 

現 地 写 真 

関の尾の滝に見られ

る溶結凝灰岩。溶結部

の分布範囲が狭いた

め，SIR-C 画像では

認識できない。 
節 理 ： N20E90 ，

NS90，N35W90 
 

備 考  

Qa 

wsi1 
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表 7 北薩地域 現地検証結果一覧(7/20) 
Table 7 List of field verification results in Hokusatsu area (7/20) 

調 査 地 点 07 
調 査 日 平成 16 年 12 月 10 日 
調 査 目 的 温泉変質部の地形・地質状況確認（霧島火山） 
調 査 結 果 温泉型変質帯が分布する。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

変質帯は画像上では認識できない。水系未発達部と発達部の境界に位置す

る。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

変質部は白色で発色し高い反射を示す。周辺が植生に被覆されていること

から SWIR 領域での変質部の抽出が可能と考えられる。 
緯度 N31°53′58″ 

経度 E130°51′13″ 

森林に被覆されてい

る。変質部から連続す

る直線的な谷地形を

呈する。山腹斜面には

沢が発達する。植生は

広葉樹と植林（杉）か

らなる。 
（SAR 照射方向は写

真左から右） 
 

緯度 N31°54′02″ 

経度 E130°51′17″ 

現 地 写 真 

白色もしくは淡黄色

を呈する温泉型変質

部。沢に位置し急峻な

地形を呈す。母岩は安

山岩。粘土化進行し脆

弱。現在も噴気が認め

られる。 

備 考  

ana2 
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表 8 北薩地域 現地検証結果一覧(8/20) 
Table 8 List of field verification results in Hokusatsu area (8/20) 

調 査 地 点 08 
調 査 日 平成 16 年 12 月 10 日 
調 査 目 的 温泉変質部の地形・地質状況確認（霧島火山） 

調 査 結 果 温泉型変質帯が広範囲に広がり，植生は乏しい。現在も噴気が認められ，

過去には硫黄採掘場が存在した。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

変質部は赤紫色を呈し，周辺の淡緑・濃青色で発色する溶岩分布域とは異

なる色調を呈する。溶岩分布域は水系の発達の程度が低い。 画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

強変質部は白色で発色し高い反射を示す。植生に被覆された変質部は淡青

色で発色する。強変質部は SWIR 領域での変質部の抽出が可能と考えら

れる。 
緯度 N31°56′49″ 

経度 E130°51′15″ 

韓国岳の中腹斜面は

低潅木と草に被覆さ

れている。 
 
（SAR 照射方向は写

真左から右） 
 

緯度 N31°56′50″ 

経度 E130°50′52″ 

現 地 写 真 

変質帯周辺は植生に

乏しく草に被覆され

る。強変質部は露岩。

変質帯の母岩は淡褐

色安山岩。強変質部で

は母岩は玉葱状に変

質を被り，脈状・鉱染

状に硫黄結晶が認め

られる。 
 

備 考  

ana3 

韓国岳山頂部 
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表 9 北薩地域 現地検証結果一覧(9/20) 
Table 9 List of field verification results in Hokusatsu area (9/20) 

調 査 地 点 09 
調 査 日 平成 16 年 12 月 11 日 
調 査 目 的 真幸変質帯における地形・地質状況確認（えびの市西部） 

調 査 結 果 珪化部は地形的に突出し急峻な地形を形成するのに対し粘土化帯はなだ

らかな地形を呈する。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

周囲の安山岩分布域と比較すると，テクスチャがより滑らかで尾根の断面

はより丸い傾向にある。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

真幸変質帯周辺では周囲と比較するとより粗いテクスチャを示す。また，

水系の発達の程度が低い。 
緯度 N32°03′52″ 

経度 E130°43′21″ 

珪化部は突出した地

形を形成し，植生は主

に広葉樹からなる。一

方，粘土化帯では広葉

樹の割合が低く，植林

（杉）が多い。 
（SAR 照射方向は写

真右奥から左手前） 
 
緯度 N32°03′43″ 

経度 E130°43′24″ 

現 地 写 真 

真幸変質帯の粘土化

変質部。強粘土化作用

を被り母岩は不明。一

部，岩片状で原岩組織

を残した安山岩が認

められる。 
 

備 考  

prk 

珪化部 
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表 10 北薩地域 現地検証結果一覧(10/20) 
Table 10 List of field verification results in Hokusatsu area (10/20) 

調 査 地 点 10 
調 査 日 平成 16 年 12 月 11 日 
調 査 目 的 布計変質帯の地形・地質状況確認（大口市北東部） 

調 査 結 果 珪化部は地形的に突出し急峻な地形を形成するのに対し粘土化帯はなだ

らかな地形を呈する。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

珪化帯の突出した地形は SIR-C 画像上では認められないが，粘土化変質

帯分布域はテクスチャが滑らかで尾根が丸い傾向にある。 画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

布計変質帯周辺は非常に細かい水系が発達するが天狗岩周辺の珪化帯・粘

土化帯付近は水系が未発達である。また尾根・谷のコントラストが不明瞭

である。 
緯度 N32°09′45″ 

経度 E130°35′12″ 

珪化部は突出した地

形を形成し広葉樹に

被覆される。一方，粘

土化帯では広葉樹の

割合が低く，植林（檜）

が多い。 
（SAR 照射方向は写

真左奥から右手前） 
 

緯度 N32°09′37″ 

経度 E130°35′23″ 

現 地 写 真 

珪化変質部。白色部と

溶脱し茶褐色を呈す

る箇所が混合する。新

鮮部では鉱染状の黄

鉄鉱，脈状の磁鉄鉱が

認められる。 

備 考  

prk 

天狗岩（珪化部） 
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表 11 北薩地域 現地検証結果一覧(11/20) 
Table 11 List of field verification results in Hokusatsu area (11/20) 

調 査 地 点 11 
調 査 日 平成 16 年 12 月 12 日 
調 査 目 的 遠原変質帯の地形・地質状況確認（球磨村南部） 

調 査 結 果 緩傾斜のなだらかな地形が広く分布する。珪化帯の突出した地形は認めら

れない。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

遠原地域の中央を流下する河川の左岸側では，尾根の伸張方向が一定であ

り尾根は丸い傾向にある。一方，右岸の山腹斜面は急峻であり水系がより

発達する。 

画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

遠原周辺地域は非常に細かい水系が発達するが遠原中心の粘土化帯付近

は水系が未発達である。また尾根・谷のコントラストが不明瞭である。 
緯度 N32°10′54″ 

経度 E130°37′55″ 

遠原地域の左岸側を

望む。緩傾斜斜面が広

く分布し耕作地とし

て利用されている。植

生は広葉樹・竹林・植

林が複雑に分布する。 
（SAR 照射方向は写

真右手前から左奥） 
 

緯度 N32°10′48″ 

経度 E130°37′36″ 

現 地 写 真 

強珪化変質部。原岩組

織は認められない。磁

鉄鉱・黄鉄鉱が認めら

れる。 
節理：N40W90 

備 考  

prk 
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表 12 北薩地域 現地検証結果一覧(12/20) 
Table 12 List of field verification results in Hokusatsu area (12/20) 

調 査 地 点 12 
調 査 日 平成 16 年 12 月 11 日 

調 査 目 的 大塚変質帯と同様な画像特徴を呈する地域の地形・地質状況確認（人吉市

南部） 
調 査 結 果 付近一帯は植林が伐採され低潅木・草によって被覆されている。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

暗赤紫～赤紫色を呈す。また，周囲の尾根・谷の伸張方向が一定しない小

起伏の地形を呈す。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 伐採地は淡緑青色を呈する。この周辺の水系は未発達である。 

緯度 N32°08′55″ 

経度 E130°40′18″ 

植林の伐採後。周辺は

植林地域である。 
水系が発達し谷部は

水田として利用され

ている。 
（SAR 照射方向は写

真右から左） 
 

緯度 N32°08′49″ 

経度 E130°40′04″ 

現 地 写 真 

平板状節理が発達し

た暗褐色安山岩。 
節理：N15E20W, 
N20W80E 
 
 

備 考  

prk 



Ⅳ－99 99

表 13 北薩地域 現地検証結果一覧(13/20) 
Table 13 List of field verification results in Hokusatsu area (13/20) 

調 査 地 点 13 
調 査 日 平成 16 年 12 月 11 日 
調 査 目 的 大塚変質帯の地形・地質状況確認（人吉市南部） 
調 査 結 果 変質部は周辺の地形と比較すると緩傾斜の小起伏地形を呈する。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

周囲の尾根・谷の伸張方向が一定しない小起伏の地形を呈す。また，テク

スチャがより滑らかで尾根が丸い傾向にある。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 水系が発達せず尾根・谷のコントラストが不明瞭である。 

緯度 N32°07′47″ 

経度 E130°42′42′ 

粘土化変質部は小規

模な水系が発達する。

植生は広葉樹・植林か

らなる。 
（SAR 照射方向は写

真右手前から左奥） 
 

緯度 N32°07′46″ 

経度 E130°42′34″ 

現 地 写 真 

珪化帯の中の粘土化

変質部。母岩は安山

岩。原岩組織が認めら

れ脈状に変質を被る。

珪化脈が認められ黄

鉄鉱・磁鉄鉱を伴う。 
珪化脈の走向・傾

斜：N65W80S 

備 考  

prk 
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表 14 北薩地域 現地検証結果一覧(14/20) 
Table 14 List of field verification results in Hokusatsu area (14/20) 

調 査 地 点 14 
調 査 日 平成 16 年 12 月 11 日 
調 査 目 的 桑木津留変質帯の地形・地質状況確認（人吉市南部） 
調 査 結 果 変質帯は周辺と比較すると緩傾斜の小起伏地形を呈す。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

周囲の尾根・谷の伸張方向が一定しない小起伏の地形を呈す。また，テク

スチャがより滑らかで尾根が丸い傾向にある。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 水系が発達せず尾根・谷のコントラストが不明瞭である。 

緯度 N32°06′25″ 

経度 E130°42′57″ 

粘土化変質帯の斜面。

小規模な水系が発達

する。植生は広葉樹・

竹林・植林・耕作地か

らなりその分布は複

雑である。 
（SAR 照射方向は写

真右手前から左奥） 
 

緯度 N32°06′25″ 

経度 E130°42′57″ 

現 地 写 真 

珪化帯の中の粘土化

変質部。原岩組織認め

られない。 
脈状・鉱染状に黄鉄鉱

が認められる。 
節理：N10W80W，

N30E90 
 

備 考  

prk 
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表 15 北薩地域 現地検証結果一覧(15/20) 
Table 15 List of field verification results in Hokusatsu area (15/20) 

調 査 地 点 15 
調 査 日 平成 16 年 12 月 12 日 

調 査 目 的 四万十累帯北帯の Kmm(砂岩･頁岩層)の地形・地質状況確認 
（えびの市北東部） 

調 査 結 果 急峻な地形を呈し，小規模な水系が発達する。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

フォアショートニング・レイオーバーの現象が認められ，バックスロープ

では線状のテクスチャが認められる。尾根は鋭い傾向にある。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 伐採地は淡緑青色を呈する。この周辺には非常に細かい水系が発達する。 

緯度 N32°06′24″ 

経度 E130°53′05″ 

Kmm2（粘板岩・千

枚岩）分布域を望む。 
写真右側の斜面はフ

ォアスロープ，左側の

斜面はバックスロー

プに相当し植林（杉・

檜）されている。 
（SAR 照射方向は写

真左から右） 

緯度 N32°06′21″ 

経度 E130°53′04″ 

現 地 写 真 

粘板岩。砂岩の薄層を

挟む。 
走向・傾斜：N75E30S 

備 考  

Kmm
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表 16 北薩地域 現地検証結果一覧(16/20) 
Table 16 List of field verification results in Hokusatsu area (16/20) 

調 査 地 点 16 
調 査 日 平成 16 年 12 月 12 日 

調 査 目 的 大塚・桑木津留変質帯と同様な画像特徴を呈す地域の地形･地質状況確認 
(球磨村南西部） 

調 査 結 果 平坦な尾根部にあたり牧草が分布する。構成する地層は安山岩と安山岩質

ハイアロクラスタイトからなる。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

赤紫色を呈し周辺と比較すると滑らかなテクスチャを示す。 画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 草地は白色を呈する（ASTER 撮像 2004 年 2 月 15 日）。 

緯度 N32°14′03″ 

経度 E130°35′27″ 

尾根部に広がる牧草

地。平坦で非常に起伏

の小さい地形を呈す

る。 
（SAR 照射方向は写

真左から右） 
 

緯度 N32°14′14″ 

経度 E130°35′21″ 

現 地 写 真 

安山岩溶岩と同質ハ

イアロクラスタイト。

人物の左側が安山岩，

右側がハイアロクラ

スタイト相。境界は不

明瞭である。ハイアロ

クラスタイト相は粘

土化している。 
 

備 考  

prk 
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表 17 北薩地域 現地検証結果一覧(17/20) 
Table 17 List of field verification results in Hokusatsu area (17/20) 

調 査 地 点 17 
調 査 日 平成 16 年 12 月 12 日 
調 査 目 的 Cjl（石灰岩）の地形・地質状況確認（球磨村西部，球泉洞） 
調 査 結 果 急峻な地形を形成し，植生に乏しい。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

非対称な地形特徴を呈し，バックスロープのテクスチャは滑らかである。 画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 非対称な地形を呈し水系が未発達である。 

緯度 N32°16′00″ 

経度 E130°36′33″ 

石灰岩層は急峻な地

形を形成する。植生は

低潅木からなり，一部

は露岩している。 
（SAR 照射方向は写

真右から左） 
 
 

緯度 N32°16′11″ 

経度 E130°36′27″ 

現 地 写 真 

灰褐色石灰岩。塊状で

板状節理が発達。 
節理：N30E78E, 
N20E40,EN40W70S
W 
 

備 考  

Cjl 
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表 18 北薩地域 現地検証結果一覧(18/20) 
Table 18 List of field verification results in Hokusatsu area (18/20) 

調 査 地 点 18 
調 査 日 平成 16 年 12 月 13 日 
調 査 目 的 岩相の異なる地形・地質状況確認（田浦町南西部） 
調 査 結 果 Cjs1（粘板岩・砂岩）と Cjc（チャート）によって地形が異なる。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

Cjs1（粘板岩・砂岩）は尾根・谷が発達し線状のテクスチャを呈する。一

方，Cjc（チャート）は滑らかなテクスチャを呈し細かい線状のテクスチャ

を示す。 

画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

Cjs1 分布域では水系が発達するのに対し，Cjc 分布紀では水系が発達せず

尾根・谷のコントラストが不明瞭である。 
緯度 N32°19′34″ 

経度 E130°29′28″ 

 

Cjs1 分布地域の地形。急峻な地形を呈

し小規模な水系が発達する。植生は主に

広葉樹からなる。 
（SAR 照射方向は写真手前から奥） 

 

Cjs1 の泥質砂岩。細粒～中粒砂。亜角

～亜円。淘汰不良。泥質岩の薄層を挟む。

再結晶作用を被る。節理発達。 
走向傾斜：N25E70E 
節理：N-S60E，N20E55W，N60W70W 

緯度 N32°18′59″ 

経度 E130°29′30″ 

 

Cjc の結晶質石灰岩が形成する地形。急

峻な地形を呈する。植生は広葉樹・植林

からなる。 
（SAR 照射方向は写真左から右） 

現 地 写 真 

 

Cjc の中の結晶質石灰岩。塊状で硬質。 
方解石の細脈が発達。 
節理：N5E60E 

備 考  

Cjs1 

Cjc 
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表 19 北薩地域 現地検証結果一覧(19/20) 
Table 19 List of field verification results in Hokusatsu area (19/20) 

調 査 地 点 19 
調 査 日 平成 16 年 12 月 13 日 
調 査 目 的 断層地形と Cjs1（粘板岩・砂岩）の地形・地質状況確認（坂本村南西部） 

調 査 結 果 断層地形と考えられる斜面三角末端面が認められる。また，断層を挟んで

南東側では急峻な地形を，北西側ではなだらかな地形を呈する。 
SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

断層と考えられるリニアメントが明瞭。断層を挟んで南東側では線状のテ

クスチャと水系が発達するのに対し，北西側では線状のテクスチャが未発

達でよりなだらかな地形特徴が認められる。 

画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 

断層と考えられるリニアメントが明瞭。断層を挟んで南東側では樹枝状の

水系が発達するのに対し，北西側では平行状の水系が認められる。 
緯度 N32°23′46″ 

経度 E130°35′24″ 

断層を挟んで西側の

斜面を望む。三角末端

面が認められる。植生

は植林である。 
（SAR 照射方向は写

真手前から奥） 
 

緯度 N32°23′51″ 

経度 E130°35′36″ 

現 地 写 真 

断層の北西側の泥質

岩。不均質で砂質部と

チャート質が混合す

る。破砕を被り鏡肌が

認められる。 
 

備 考  

Cjs1 

断層 



Ⅳ－106 106

表 20 北薩地域 現地検証結果一覧(20/20) 
Table 20 List of field verification results in Hokusatsu area (20/20) 

調 査 地 点 20 
調 査 日 平成 16 年 12 月 13 日 
調 査 目 的 Kha（礫岩・砂岩等）の地形・地質状況確認（八代市南部） 
調 査 結 果 急峻な地形を呈し水系が発達する。 

SIR-C/L 
(BGR= 
VVHVHH) 

急峻な地形特徴を示し，またバックスロープに線状のテクスチャが発達す

る。 
画

像

特

徴 ASTER 
(BGR=123) 非常に細かい水系が発達する。 

緯度 N32°25′30″ 

経度 E130°35′21″ 

Kha（礫岩・砂岩等）

のフォアスロープを

望む。植林地帯であり

広葉樹が少ない。水系

が発達する。 
（SAR 照射方向は写

真右手前から左奥） 
 

 

 
緯度 N32°25′45″ 

経度 E130°35′08″ 

現 地 写 真 

礫岩。基質：粗粒砂。

礫：亜角～亜円礫。礫

径は主にφ2～3cm
程度。最大 8cm 程度。

岩種：頁岩・砂岩・チ

ャート。 
走向傾斜：E-W80S 

備 考  

Kha 
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：調査地点 

付図 2 現地調査地点（カルグーリ地域） 
Appendix 1 Field investigation points (Kalgoorlie area) 
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表 21 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(1/24) 
Table 21 List of field verification results in Kalgoorlie area (1/24) 

 
注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 
 

調 査 地 点 Ab-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°23′52″ E：121°19′04″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -4.7° 局所入射角注 2 57.7° 

地質ユニット Ab 岩石名 玄武岩 

緑色玄武岩。塊状。石英の細脈あり。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av.8.0cm, std.4.5cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：53° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 30/70 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2.0m 程度の立木が分布。最大 H=5m 程度。葉は少な

く縦方向の枝が発達。 

地表状況写真 地形：丘陵の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 22 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(2/24) 
Table 22 List of field verification results in Kalgoorlie area (2/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Ab-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S： 30°25′ 12″ E： 121°19′33″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.4° 局所入射角注 2 42.6° 

地質ユニット Ab 岩石名 玄武岩 

緑色玄武岩。細粒。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.5.2cm, std.2.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：53° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2.0m 程度の立木が分布。最大 H=5m 程度。葉は少な

く縦方向の枝が発達。 

地表状況写真 地形：小丘の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 23 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(3/24) 
Table 23 List of field verification results in Kalgoorlie area (3/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Ab-3 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°27′57″ E： 121°17′16″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 1.2° 局所入射角注 2 23.8° 

地質ユニット Ab 岩石名 玄武岩 

暗緑色玄武岩。塊状。細粒。亜角礫～亜円礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.5.8cm, std.2.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3： 25° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 60/40 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2m 程度の立木が分布。最大 H=2.5m 程度。葉は少な

く縦方向の枝が発達。H=0.5m 程度のブッシュが散在。 

地表状況写真 地形：緩やかな南東斜面 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 24 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(4/24) 
Table 24 List of field verification results in Kalgoorlie area (4/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Ab-4 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S： 30°27′ 00″ E： 121°16′60″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 未測定 局所入射角注 2 33° 

地質ユニット Ab 岩石名 土壌 

土壌。少量の岩片が分布。岩片φ1~3cm 程度。 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：― 

岩相記載 

 

ステレオペア写真撮影実施せず。 

Roughness 滑らか 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 90/10 
H=0.1～0.2m 程度のブッシュが散在。まれに H=5m 程度のユーカリの立

木が認められる。 
 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 25 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(5/24) 
Table 25 List of field verification results in Kalgoorlie area (5/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Abmo-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S： 30°26′ 24″ E： 121°15′11″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.1° 局所入射角注 2 34.9° 

地質ユニット Abmo 岩石名 玄武岩 

暗緑色玄武岩。細粒。塊状。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av5.1cm, std.2.9cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：35° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 10/90 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～1.5m 程度の立木が分布。また，最大 H=0.5m 程度の

スピニフィックスが分布。 
地表状況写真 地形：山地の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 26 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(6/24) 
Table 26 List of field verification results in Kalgoorlie area (6/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Abmo-3 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S： 30°27′ 50″ E：121°14′31″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 11.6° 局所入射角注 2 16.4° 

地質ユニット Abmo 岩石名 玄武岩 

暗緑色玄武岩。再結晶化作用被る。細粒。角礫～亜角礫状の岩片として分

布。岩片高さ:av.7.2cm, std.3.9cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：28° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 10/90 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～1.5m 程度の立木が分布。また，最大 H=0.1m 程度の

ブッシュが散在。地表面に枯木が分布。 
地表状況写真 地形：緩やかな南斜面 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 27 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(7/24) 
Table 27 List of field verification results in Kalgoorlie area (7/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Abmo-4 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°26′13″ E：121°15′53″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 1.2° 局所入射角注 2 36.8° 

地質ユニット Abmo 岩石名 玄武岩 

暗緑色玄武岩。細粒。塊状。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av.4.9cm, std.2.7cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：38° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2.0m 程度の立木が分布。また，最大 H=0.5m 程度の

スピニフィックスが分布。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 28 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(8/24) 
Table 28 List of field verification results in Kalgoorlie area (8/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Afv-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°24′35″ E：121°18′00″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.5° 局所入射角注 2 47.5° 

地質ユニット Afv 岩石名 千枚岩・砂岩 

千枚岩と凝灰質砂岩の互層。φ1mm 程度の白雲母の斑晶。一部露頭。主

に岩片として分布。岩片高さ:av4.3cm, std.2.4cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：48° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2.0m 程度の立木と，H=0.5m 程度のブッシュが分布。

H＝3.0m 程度の立木が点在。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 29 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(9/24) 
Table 29 List of field verification results in Kalgoorlie area (9/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Afv-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°25′07″ E：121°18′12″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -1.9° 局所入射角注 2 46.9° 

地質ユニット Afv 岩石名 頁岩・凝灰質砂岩 

頁岩と凝灰質砂岩の互層。露頭。走向：N45°E 
岩片高さ: Afv2:av.5.3cm, std.2.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：45° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 20/80 
植生：主に H=1.0～1.5m 程度の立木が分布。H＝5.0m 程度の立木が点在。 
地表面に枯枝が点在。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 30 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(10/24) 
Table 30 List of field verification results in Kalgoorlie area (10/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Afv-3 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°26′12″ E：121°18′52″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.6° 局所入射角注 2 37.4° 

地質ユニット Afv 岩石名 頁岩 

頁岩。一部露頭。主に角礫～亜角礫状の岩片として分布。石英片が散在。

岩片高さ:av.3.3cm, std.1.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：38° 

岩相記載 

  

Roughness やや 
滑らか 

地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 

地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～2.0m 程度の立木が分布。H＝3.0m 程度の立木が点在。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 31 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(11/24) 
Table 31 List of field verification results in Kalgoorlie area (11/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aog-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°24′03″ E：121°01′34″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.7° 局所入射角注 2 53.3° 

地質ユニット Aog 岩石名 斑レイ岩 

暗緑色斑レイ岩。中粒。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.6.9cm, std.3.7cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：54° 

岩相記載 

  
Roughness 中 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 30/70 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～3.0m 程度の立木が分布。 
H=0.5m 程度のブッシュはない。 
地表状況写真 地形：僅かな地形的高まり 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 32 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(12/24) 

Table 32 List of field verification results in Kalgoorlie area (12/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aog-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°25′53″ E：121°04′26″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 1.3° 局所入射角注 2 39.7° 

地質ユニット Aog 岩石名 斑レイ岩 

暗緑褐色斑レイ岩。中粒。亜角礫～亜円礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.5.8cm, std.3.1cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：41° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 10/90 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～3.0m 程度の立木が分布。 
H=0.5m 程度のブッシュはない。 
地表状況写真 地形：僅かな地形的高まり 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 33 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(13/24) 
Table 33 List of field verification results in Kalgoorlie area (13/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aogl-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°27′40″ E：121°15′13″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 0.6° 局所入射角注 2 27.4° 

地質ユニット Aogl 岩石名 閃緑岩 

暗緑褐色閃緑岩。細粒。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.7.4cm, std.4.5cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：28° 

岩相記載 

  
Roughness 粗い 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 40/60 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0m 程度の立木が分布。 
H=0.5m 程度のブッシュはない。 
地表状況写真 地形：緩やかな南斜面 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 34 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(14/24) 
Table 34 List of field verification results in Kalgoorlie area (14/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aogl-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°28′04″ E：121°11′06″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 4.0° 局所入射角注 2 26° 

地質ユニット Aogl 岩石名 閃緑岩 

暗緑色閃緑岩。中粒。亜角礫～亜円礫状の岩片として分布。マサ状に風化。 
岩片高さ:av.6.8cm, std.3.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：30° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 40/60 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.0～3.0m 程度の立木が分布。 
地表状況写真 地形：丘陵の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 35 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(15/24) 
Table 35 List of field verification results in Kalgoorlie area (15/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aogq-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°28′04″ E：121°15′33″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -2.0° 局所入射角注 2 27° 

地質ユニット Aogq 岩石名 閃緑岩 

青緑色閃緑岩。中粒。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 

岩片高さ:av.6.8cm, std.3.8cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：25° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.5～2.0m 程度の立木が分布。H=0.5m 程度のブッシュが

点在 
地表状況写真 地形：小起伏の丘陵の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 36 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(16/24) 
Table 36 List of field verification results in Kalgoorlie area (16/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aon-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°23′37″ E：121°02′09″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 4.7° 局所入射角注 2 49.3° 

地質ユニット Aon 岩石名 斑レイ岩 

灰褐色斑レイ岩。粗粒。亜角礫～円礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av.29.5cm, std.22.0cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：54° 

岩相記載 

  
Roughness 粗い 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 30/70 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=2.0～3.0m 程度の立木と H=0.5m 程度のブッシュが分布。 
地表状況写真 地形：山地の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 37 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(17/24) 

Table 37 List of field verification results in Kalgoorlie area (17/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Aon-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°25′54″ E：121°05′18″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 5.9° 局所入射角注 2 35.1° 

地質ユニット Aon 岩石名 斑レイ岩 

暗褐色斑レイ岩。中粒。亜円礫～円礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av.10.3cm, std.6.9cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：41° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 20/80 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=2.0～3.0m 程度の立木と H=1.0m 程度の立木が分布。 
地表状況写真 地形：小起伏の丘陵の南西斜面 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 38 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(18/24) 
Table 38 List of field verification results in Kalgoorlie area (18/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Apq-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°26′49″ E：121°09′57″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -0.1 局所入射角注 2 37.1° 

地質ユニット Apq 岩石名 石英斑岩 

白灰色石英斑岩。粗粒～中粒。磁鉄鉱の細脈あり。一部露頭。角礫～亜角

礫状の岩片として分布。岩片高さ:av.6.7cm, std.3.7cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：37° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=2.0～3.0m 程度の立木と H=0.5m 程度のブッシュが分布。 
地表状況写真 地形：小起伏の丘陵の尾根部 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 39 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(19/24) 

Table 39 List of field verification results in Kalgoorlie area (19/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Apq-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°26′49″ E：121°10′10″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -0.4° 局所入射角注 2 37.4° 

地質ユニット Apq 岩石名 石英斑岩 

白灰色石英斑岩。粗粒～中粒。亜角礫～亜円礫状の岩片として分布。岩片

高さ:av.9.2cm, std.5.0cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：37° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 40/60 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=2.0～4.0m 程度の立木が分布。 
H=0.5m 程度のブッシュが点在。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 40 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(20/24) 
Table 40 List of field verification results in Kalgoorlie area (20/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Apq-3 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°26′48″ E：121°10′54″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 1.5° 局所入射角注 2 35.5° 

地質ユニット Apq 岩石名 石英斑岩 

白灰色石英斑岩。粗粒～中粒。一部露頭。角礫～亜角礫状の岩片として分

布。岩片高さ:av.9.2cm, std.5.0cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：37° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 70/30 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.5～3.0m 程度の立木と H=0.5m 程度のブッシュが分布。 
 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 41 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(21/24) 

Table 41 List of field verification results in Kalgoorlie area (21/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Apq-4 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°27′17″ E：121°10′43″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 -0.3° 局所入射角注 2 34.3° 

地質ユニット Apq 岩石名 石英斑岩 

白灰色石英斑岩。粗粒～中粒。角礫～亜角礫状の岩片として分布。 
岩片高さ:av.7.5cm, std.4.2cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：34° 

岩相記載 

  
Roughness 中程度 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 50/50 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=2.0～3.0m 程度の立木が分布。最大 H＝5m 程度。 
H=0.5～1.0m 程度のブッシュが分布。 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 42 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(22/24) 
Table 42 List of field verification results in Kalgoorlie area (22/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Auk-1 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°23′50″ E：121°18′18″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 未測定 局所入射角注 2 53° 

地質ユニット Auk 岩石名 土壌 

土壌と岩片が分布。岩片φ1~3cm 程度。 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：53° 

岩相記載 

 

ステレオペア写真撮影実施せず。 

Roughness 滑らか 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 90/10 
植生：主に H=1.5～2.0m 程度の立木が分布。H=0.2～0.5m 程度のスピニ

フィックスが分布。まれに最大 H＝5m 程度のユーカリが点在。 
 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 43 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(23/24) 
Table 43 List of field verification results in Kalgoorlie area (23/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Auk-2 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°23′43″ E：121°15′19″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 4.1° 局所入射角注 2 48.9° 

地質ユニット Auk 岩石名 ラテライト 

土壌とラテライトが分布。φ2cm 程度。 
 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：53° 

岩相記載 

  
Roughness 滑らか 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 80/20 
植生：主に H=1.5～2.0m 程度の立木が分布。また最大 H＝5m 程度のユ

ーカリが分布。 
 
地表状況写真 地形：平坦地 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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表 44 カルグーリ地域 現地検証結果一覧(24/24) 
Table 44 List of field verification results in Kalgoorlie area (24/24) 

注 1 AIRSAR 撮像条件, 注 2AIRSAR 撮像時の入射角と斜面傾斜角度から算出, 注 3 AIRSAR 撮像時の入射角から算出 

調 査 地 点 Auk-3 
調 査 日 平成 16 年 11 月 13 日 緯度・経度 S：30°25′03″ E：121°15′39″ 
調 査 項 目 土壌・植生被覆状況調査、地形状況調査、地質状況調査、ｽﾃﾚｵ写真撮影 
撮像条件注 1 斜面傾斜角度 2.4° 局所入射角注 2 42.6° 

地質ユニット Auk 岩石名 コマチアイト 

暗褐色コマチアイト。スピニフィックス構造あり。亜角礫～亜円礫状の岩

片として分布。岩片高さ:av.3.4cm, std.1.9cm 

ステレオペア写真 撮影入射角注 3：45° 

岩相記載 

  
Roughness 滑らか 地表面均質性 不均質 土壌/岩石比 30/70 
地表面：土壌と岩片が分布。 
植生：主に H=1.5～2.0m 程度の立木が分布。H=0.2～0.5m 程度のスピニ

フィックスが分布。まれに最大 H＝5m 程度のユーカリが点在。 
 
地表状況写真 地形：僅かな地形的高まり 

地表状況 
（植生状況） 

  
2 岩相分類重合画像 簡単散乱体成分画像 ASTER 画像 
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