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プロジェクト目標

１）超多バンド光学センサーデータ解析技術開発

• 超多バンド光学センサーを活用した、鉱化変質帯の詳
細な変質分帯識別の解析手法を研究する。

２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発

• 高精度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研究する。



超多バンド光学センサーの特徴超多バンド光学センサーの特徴

特徴：詳細なスペクトル情報が入手できるため、個別の
変質鉱物の判別が可能となる。

多バンド光学センサー 超多バンド光学センサー



高精度合成開口レーダー（高精度合成開口レーダー（SAR)SAR)の特徴の特徴

• 多方位の偏波を発信・受信できることから情報量が増大する。

PALSARの多偏波イメージ



実 施 体 制
H13～H15までは経済
産業省からの委託事業
H16より交付金事業

石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）

鉱物資源探査
技術開発研究会

（メンバー）
・非鉄金属関連企業
・大学
・国立研究所

超多バンド光学センサー
データ解析技術開発

高精度合成開口レーダー
データ解析技術開発

プロジェクト全体計画

交付金事業委託事業

Ｈ１７

高精度合成開口レー
ダーデータ解析技術

Ｈ１５ Ｈ１６Ｈ１３

超多バンド光学セン
サーデータ解析技術

Ｈ１４
項 目

衛星データ
による検証

衛星データによる検証

航空機データによる解析手法検討

航空機データによる解析手法検討 衛星データによる解析手法検討



超多バンド光学センサー超多バンド光学センサー
データ解析技術開発データ解析技術開発



超多バンド光学センサーデータ解析技術開発超多バンド光学センサーデータ解析技術開発

平成１６年度の目標

超多バンド光学センサーを斑岩銅鉱床及び浅熱水性鉱床
の探査へ利用する事を想定し，これらの鉱床に関連する
変質帯を識別する解析手法を開発する。

平成１６年度の成果

衛星超多バンド光学センサーを用いて、斑岩銅鉱床に
関連する変質帯において，鉱物組成変化および鉱物混
在などを検出し，変質鉱物マッピングから変質分帯を
行う解析手法を開発した。



仕 様
・バンド数：242バンド (実効220)
・観測波長域：355～2577 nm

（可視・近赤外～短波長赤外域）
・スペクトル分解能：約10 nm
・測線長：数10 km
・刈り幅：7.5 km
・空間分解能：30 ｍ

7.5km

衛星高度
705 km

Hyperion センサ



Hyperion ハイパースペクトルデータ



データ解析の流れ

各解析のねらい（SWIR）一次解析
（VNIR,SWIR） 除去しきれないスパイクノイズ

→鉱物識別の障害大気補正

一次解析：

変質鉱物の分布範囲の特定

データの質検討

二次解析（SWIR）
ノイズ除去

スペクトル解析

（MNF変換

→PPI抽出

→多次元空間解析

→端成分抽出）

端成分の評価

二次解析：

抽出された端成分を細分各種鉱物抽出域の
データ切り出し

・類似したスペクトルを持つ鉱
物の識別

（Alunite-Kaolinite，Chlorite-Epidote，
Sericite-Montmorilloniteなど）

・同一鉱物種の化学組成変化
把握

（ Sericite，Aluniteなど）

多次元空間解析によ
る端成分の再抽出

端成分の評価

鉱物識別マッピ
ング（SAM法

など）

鉱物識別マッピング
（SAM法など）



Hyperion データ解析手順（1）

（１） 解析前処理

・大気補正（ENVI-FLAASH）

・解析範囲の切り出し

・不良データバンド不良データバンドの識別
（ノイズ）

・解析対象バンドの切り出し
（426～2375nm）

・不良ラインデータ不良ラインデータのマスク
（データ欠損）

・植生のマスク

2375nmBand175(2395nm)
全体にざらつきの多い
ノイズに富むバンド Band160(2244nm)

データ欠損ラインあり



Hyperion データ解析手順（2）

（２）解析対象鉱物別データセットの作成
■ 467～1033nm（鉄鉱物主体）
■ 2143～2274nm（Al-OH基鉱物主体）
■ 2143～2375nm（Mg-OH基鉱物主体）

水色範囲：
解析データセット
から除外



連続体除去処理

ser1

ser2

ser3

ser4

Hyperion データ解析手順（4）
3) Sericite（組成変化）
・解析対象バンド： 2094～2345nm
・連続体除去処理
・ノイズピクセルのマスク
・4箇所の吸収位置で吸収深さを計算

（2193，2203，2213，2224nm）

式： バンド[Bn]の深さ＝

[Bn-2]＋[Bn+2]－2×[Bn]

・吸収深さのヒストグラムからシキイ値を

決めて，鉱物マッピング

＊吸収位置とセリサイト組成変化の関係
2193nm：Al型 ⇒ ser1
2203と2213nm：中間型 ⇒ ser2, 3
2224nm：Mg-Fe型 ⇒ ser4



対象地域対象地域

1) 北米地域
対象地域：アメリカ イエリントン地域，サンタ・リタ地域
使用データ：Hyperion，ASTER，AVIRIS

2) 南米地域
対象地域：チリ チュキカマタ地域，エルサルバドール地域
使用データ：Hyperion，ASTER

3) イラン北西部地域
対象地域：イラン Sahev Divan及びOghlandagh south地域
使用データ：Hyperion，ASTER



イエリントン
休止鉱山
オープンピット

西部

東部

H15度AVIRIS解析範囲

スカルン鉱床

浅熱水性変質帯

北米
イエリントン地域

盆地－山脈（basin & range）構造

使用データ：Hyperion



イエリントン西部 解析結果
浅熱水性鉱床変質分帯

外側
プロピリティック変質

Chlorite（緑色）
Epidote（深緑色）

Sericite中性変質
Mg-Fe型（淡桃色）

（水色）
（空色）

Al型 （青色）

酸性変質
Pyrphyllite（赤色）
Alunite（赤紫色）

変質帯中心部
＊鉱物凡例は左右図に共通

短波長赤外域スペクトルパタン

下図はSericiteのスタック表示

Al型（青）からMg-Fe型（淡桃）

へ吸収位置がシフトする

鉱物マッピング結果

解析範囲の北東側地区

変質分帯の傾向が認められる



イエリントン西部 AVIRISデータとの比較

AVIRIS
AVIRIS

短波長赤外域スペクトルパタン



pyrophyllite

alunite

sericite Al型

sericite

sericite Mg-Fe型

sericite + chlorite

Hyperionデータと

スペクトル測定データの
スペクトルパタン

赤色線
Hyperionデータ（１ピクセル）の

スペクトルパタン

青色線・水色線
Hyperion ピクセルと同一地点で採取

した岩石試料をスペクトルメータで
測定したスペクトルパタン

青色：岩石風化面
水色：岩石破断面



イエリントン地域
北東部 変質分帯

変質帯中心部

酸性変質
pyrophyllite
alunite
pyrophyllite + sericite

フィリック変質
sericite Al型
sericite 通常型
sericite Mg-Fe型
sericite + chlorite

プロピリティック変質
chlorite
epidote

変質帯外側



サンタリタ地域
周辺概要

Hyperionデータ
解析範囲

Hyperion測線

サンタリタ銅鉱山
オープンピット
マインダンプ

コンチネンタル銅鉱山
オープンピット
マインダンプ

Cu-Zn-Fe
スカルン鉱床

ゾーン

Zn-Cu-Pb-Ag
スカルン鉱床

ゾーン

ASTER画像
RGB=B3,B2,B1

Hyperion画像
RGB=854,579,508nm



短波長赤外域データ

可視近赤外域データ

サンタリタ地域
鉱物マッピング結果



goethite
hematite

kaolinite



超多バンド光学センサーデータ解析技術開発超多バンド光学センサーデータ解析技術開発

平成１６年度事業の成果（１）平成１６年度事業の成果（１）

– 斑岩銅鉱床及び浅熱水性鉱床に伴う変質帯を詳細に
明らかにするための解析技術を開発した。

斑岩銅鉱床に関連する変質帯において，鉱物組成変化およ
び鉱物混在などを検出し，変質鉱物マッピングから変質分帯
を行うことができた。

酸化溶脱帯：hematite，goethite，jarosite
粘土化帯：kaolinite
酸性変質帯：pyrophyllite，alunite
フィリック変質帯：Al-sericite，MgFe-sericite
プロピリティック変質帯：chlorite，epidote



超多バンド光学センサーデータ解析技術開発超多バンド光学センサーデータ解析技術開発

平成１６年度事業の成果（平成１６年度事業の成果（22））

－鉱物資源探査における超多バンド光学センサーデータ 利用の有効
性を示した

(1) 詳細な変質鉱物分布から，変質分帯が可能
・鉱物種類と分布（変質の情報の読取り）
・鉱物組成，結晶度（熱水温度変化を示唆）
・鉱物混在（変質分帯に有効）

(2) 鉱物資源探査ターゲットの絞込みが可能
・溶脱帯の存在
・変質分帯の存在

(3) ASTER や LANDSAT データで広域的に調査された地域に

対して，より詳細な変質鉱物情報を入手する．



高精度合成開口レーダー高精度合成開口レーダー
データ解析技術開発データ解析技術開発



多偏波フォールスカラー画像を利用した岩相識別 (H15までの結果）

既存地質図

偏波シグネチャ
コントラスト強調カラー合成画像

R=psi-45, chi45 like
G=psi0, chi45 cross
B=psi0, chi0 cross 判読地質図

⇒判読地質図は既存地質図と90％以上一致、
解析手法として有用であることが分かった。



高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発

平成１６年度の目標
PALSARを金属資源探査目的で利用する事を想定し，多偏波合成開口レー

ダーデータによる金属資源探査に有用な地表地質情報を把握するための解
析技術及び解釈手法を開発する。

（単バンド多偏波SARデータを利用して、植生地域においても

岩相識別を可能にする。）

平成１６年度の成果

単バンド（Lバンド）多偏波SARデータによる簡単散乱体成分画像
をもちいることによって、植生被覆率30～50％の地域においては岩

相識別が可能。ただし、ほとんど植生に覆われている地域では、岩
相及び変質帯識別は困難である。



対象地域の位置対象地域の位置

(「鉱物資源図 九州」より抜粋)

a) 九州北薩地域の位置（植生地域）

：SIR-Cデータカバレッジ

North

(Geoscience, AUSTRARIAより抜粋)

5km0

b) オーストラリア・カルグーリ地域の位置（疎植生地域）

：AIRSARデータカバレッジ



真幸布計

遠原
桑木津留大塚

変質露出部

韓国岳

L band フォールスカラー画像対象地域地質図（20万分の1九州土木地質図） Ｂ：ＶＶ，G：HV，Ｒ：HH



偏波シグネチャ強調カラー合成画像 北薩中央地域

シグネチャ強調画像

Ｂ：t_psi00chi20, 
r_psi15chi-20

G：t_psi00chi-10, 
r_psi90chi-5

Ｒ：t_psi-65chi-35, 
r_psi50chi-5

平野部において色調が多様化

Lバンド偏波合成画像

Ｂ：ＶＶ
G：HV
Ｒ：HH

布計

真幸

変質露出部

人吉市

えびの市

（プロピライト，沖積堆積物，シラ
スのシグネチャ強調）



変質帯における画像特徴・変質帯抽出能力評価

真幸変質帯

布計

真幸

遠原

SARオルソ画像

SARオルソ画像

緩傾斜部

緩傾斜部

珪化帯

珪化帯

布計・遠原変質帯

布計

遠原

ASTER画像

緩傾斜部

真幸

ASTER画像

緩傾斜部



オーストラリア・カルグーリ地域
（疎植生地域）

カルグーリ地域遠景
対象地域は植生に被覆



画像処理手法
二岩相強調重合処理
簡単散乱体分解処理
簡単散乱体成分データを用いた最尤法による岩相分離処理

簡単散乱体分解処理手法

球体・平板
（Sphere・Plate）:Ps

二面コーナーリフレクター
（dihedralcorner

reflector）:Pd
ワイヤ

（short, thin cylinder）:Pw



①Sphere（Plate）成分画像（Ps） ②Dihedral成分画像（Pd）

⑤Pedstal成分画像（Ppds）

④Helix成分画像（Ph）③Wire成分画像（Pw）

各簡単散乱体成分の画像（カルグーリ地域）



簡単散乱体成分画像(BGR=Ps, Pd, Ppds)

優白質ガブロ: 3成分強, PsとPpds強⇒紫色 石英ガブロ: 3成分強, PsとPpds強⇒淡紫色 苦鉄質噴出岩:3成分弱, PsとPpds強
⇒濃紫色～濃青色石英長石質斑岩(Apq1&3): 3成分やや弱, Ps強⇒濃青色 優白質ガブロ: 3成分強, PsとPpds強⇒紫色

超苦鉄質岩:3成分弱, Ppds強
⇒濃赤褐色石英長石質斑岩(Apq2&4): 3成分強, PdとPpds強⇒淡橙色 高Mg玄武岩: 3成分やや弱, PsとPpds強⇒濃紫色

Apq：石英長石質斑岩

Aogl：優白質ガブロ

Abmo：高Mg 玄武岩

Aogｑ：石英-ガブロ

Ab：苦鉄質噴出岩

Auk：超苦鉄質岩
Afv:火山砕屑岩

火山砕屑岩:3成分やや弱, PsとPpds強
⇒赤紫色



簡単散乱体成分画
像を用いた地質判
読結果

既存地質図

簡単散乱体成分画像の簡単散乱体成分画像の
岩相識別能力は場合によって岩相識別能力は場合によって
ASTERASTER画像よりも高い画像よりも高い

ASTER画像

Ｂ：band1
G：band3
Ｒ：band4



高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発

• 平成１６年度の成果

– 植生地域

・植生地域では岩相・変質帯の偏波情報の利用が困難。

– 疎植生地域

・簡単散乱体成分画像は、ASTER画像（ﾌｫｰﾙｽｶﾗｰ）以上か同
程度の岩相分類が可能。

・植生被覆率30～50％の地域においても岩相識別が可能。



リモートセンシングによる探査技術開発リモートセンシングによる探査技術開発

16年度成果まとめ

超多バンド光学センサー（Hyperion)
斑岩銅鉱床、浅熱水鉱床に発達する変質帯に分布する変質鉱物を識

別し、マッピングできた。また、その分布パターンおよび変質鉱物の
組成・結晶度の変化から変質分帯が可能であり、探査ターゲットを絞
りこみに有効である。

高精度合成開口レーダ（PALSAR想定)
植生地域（南部九州）においては、岩相及び変質帯の識別は困難で

あった。
疎植生地域（植生被覆率30～50%:豪・カルグーリ地域）においては、

簡単散乱体成分解析によって、岩相分布図を描くことができた。



リモートセンシングによる探査技術開発リモートセンシングによる探査技術開発

17年度計画

超多バンド光学センサー（Hyperion)
IOCG型鉱床でも変質分帯を試みた上で、超多バンド光学センサー

データの鉱物資源探査への利用・解析手法をまとめる。

高精度合成開口レーダ（PALSAR想定)
植生被覆率50％前後の場所で、岩相識別を試み上で、単バンド多偏

波SARデータの鉱物資源探査への利用・解析手法をまとめる。
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