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1発表内容

1. プロジェクトの概要

2. 平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析

（２）高精度合成開口レーダーデータ解析



2１．プロジェクトの概要

• 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
• 超多バンド光学センサーデータを活用し、鉱床タイ
プ別に鉱化変質帯の詳細な変質分帯を識別し、解析
技術を確立すること。

–（２）高精度合成開口レーダーデータ解析
• 多偏波合成開口レーダーデータを活用し、植生の多
い地域における岩相及び地質構造を識別するための
解析技術の確立すること。



3１．プロジェクトの概要

（１）超多バンド光学センサーデータの特徴

– 太陽の地表反射光を捉える
• 反射スペクトルデータ
• 個別の変質鉱物の判別が可能
• 雲被覆の影響を受ける

鉱物の識別能力及び鉱物の識別能力及び

識別精度が向上識別精度が向上

多バンド光学センサー

66～～99バンドバンド
超多バンド光学センサー

100100バンド以上バンド以上

カオリナイトカオリナイト

反
射
率

波長



4１．プロジェクトの概要

（２）高精度合成開口レーダーデータの特徴

偏波シグネチャ

多偏波データ

– 電波を送信して、その後方散乱波を捉える
• 対象物の形状・ラフネスを探知
• 雲被覆・夜間の観測可能



5１．プロジェクトの概要

＜実施スケジュール＞ 独法化

H13 H14 H15 H16 H17

METI委託事業 JOGMEC交付金事業

高精度合成開口レーダー
データ解析技術

超多バンド光学センサー
データ解析技術

項 目

総括

総括

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

衛星データによる実証試験



6１．プロジェクトの概要

• 近年の衛星打ち上げ年表
1999

平成11年度
2000

12年度
2001

13年度
2002

14年度
2003

15年度
2004

16年度
2005

17年度
2006

18年度

「リモートセンシングによる探査技術開発」実施期間

超多バンド光学センサー

高精度合成開口レーダー

2000年11月
Hyperion 242ﾊﾞﾝﾄﾞ
打ち上げ成功

2001年9月
Orbview-4 200ﾊﾞﾝﾄﾞ
打ち上げ失敗

2003年12月
RADARSAT2
打ち上げ予定

2006年
RADARSAT2
打ち上げ延期

2002年8月
PALSAR

当初打ち上げ時期

2006年1月
PALSAR

打ち上げ成功



7２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

目標

• 鉱床タイプ別に関連する変質帯を明らかにし､詳細
に識別するための解析手法を開発すること。

対象地域（場所） ＜鉱床タイプ＞
データ利用

センサー
バンド数

1

イエリントン地域(米国)、サンタリタ地域(米国)、チュキ
カマタ地域(チリ)、エルサルバドル地域(チリ)、イラン北
西部地域(イラン)、ファマチナ地域(アルゼンチン)、アン
ダコーヨ地域(チリ)、パラミージョス地域(アルゼンチン)
＜斑岩銅鉱床＞

Hyperion (衛星) 220

2 イエリントン地域（米国）＜浅熱水性鉱床＞ Hyperion (衛星) 220

3 マントベルデ地域(チリ）＜IOCG鉱床＞ Hyperion (衛星) 220

4 総括報告書（解析技術利用マニュアル）の作成



8２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

（１）変質帯抽出のための解析法

一次解析
（VNIR,SWIR）

二次解析
（SWIR）

Sericite識別域の抽出

2.2 µmでの吸収の位
置と深さの計算

セリサイトの純度や
化学組成の違いを
マッピング

二次解析
（VNIR）

鉄酸化物の抽出

スペクトル解析

ヘマタイト、ゲーサイト

マッピング

大気補正

データの質検討

ノイズ除去

雪マスク作成

スペクトル解析

変質帯抽出

変質鉱物の分布範囲を特定 詳細な変質鉱物識別



9２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

（２）斑岩銅鉱床

米国
サンタリタ地域

Hyperion dataHyperion data
goethite

hematite

kaolinite
・溶脱帯・溶脱帯
・酸性変質・酸性変質
・フィリック変質・フィリック変質
・プロピライト変質・プロピライト変質



10２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

（３）浅熱水性鉱床に伴う変質帯
米国・イエリントン地域 Hyperion dataHyperion data

Measurement of Measurement of 
reflectance spectrareflectance spectra



11２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

（３）浅熱水性鉱床に伴う変質帯

米国・イエリントン地域

AVIRIS（航空機）

化学組成の違いが吸収

位置の違いとして表れる。

セリサイトのセリサイトの

化学組成の識別化学組成の識別

Hyperion（衛星）



12２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

（４）IOCG鉱床に伴う変質帯 Hyperion解析結果

チリ・アンダコージョ鉱床既存資料による変質帯分布

チリ・マントベルデ地域



13２．平成17年度事業までの成果
（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術

成果とまとめ

•• 斑岩銅鉱床、浅熱水性鉱床、斑岩銅鉱床、浅熱水性鉱床、IOCGIOCG鉱床鉱床に関連する変質帯に
おいて、変質鉱物マッピングから変質分帯を行い、鉱物組
成変化および鉱物混在などを検出した。

• 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。
– 二段階の解析（一次と二次解析）

⇒超多バンド光学センサーデータを用いることで､

鉱物資源探査ターゲットの絞込みが可能



14３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

目標

•• 植生の多い地域植生の多い地域における岩相及び地質構造を識別
するための解析技術及び解釈手法を開発する。

対象地域（場所）

<地表状況>
センサー

1 カルグーリ地域（豪州西オーストラリア州）

<植生率30-50％>
AIRSAR (航空機)
Lバンド・多偏波

2 チャーターズタワー地域（豪州クインズランド州）

<植生率60-80％>
AIRSAR (航空機)
Lバンド・多偏波

3 高精度合成開口レーダーデータ解析ツール作成

4 総括報告書（解析技術利用マニュアル）の作成



15３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

オーストラリア Kalgoorlie地域
面積＝約12km×8km

(1) 2岩相偏波強調による岩相区分

1/100,000既存地質図

Lバンド多偏波カラー合成画像

B: t_ψ=0º, t_χ=45º，r_ψ=0º, r_χ=45º
G: t_ψ=90º,t_χ=0º，r_ψ=0º, r_χ=0º (VH)
R: t_ψ=90º, t_χ=0º，r_ψ=90º, r_χ=0º (VV)

植生30-50％



16３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

オーストラリア Charters Towers地域
面積＝約12km×8km

植生60-80％

VNIR : B=Band 1 , G=Band 2 , R=Band 3
ASTER  2001/01/16   Charters Towers, Australia



17３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

(1) 2岩相偏波強調法 ③花崗岩露頭エリア(Outcrop)

②花崗岩エリア(Granite) ④斑レイ岩エリア(Gabbro)

①花崗閃緑岩エリア(Granodiorite)



18３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

(1) 2岩相偏波強調法 Lバンド多偏波カラー合成画像



19３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

(2) 簡単散乱体分解

偏波シグネチャ

(3) Dihedral

コーナー散乱：
①段差状凹凸
②樹幹と地表面
（露岩？疎林？）(2) Wire 0º

(2)’ Wire 90º

植生散乱：
①枝振り
②細い幹
（植生被覆）

(1) Pedestal

多重散乱：
①植生起因
②巨礫起因

平面散乱：
・平坦面＋粗度
（地肌？露頭？）

(4) Sphere (plate)



20３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

(2) 簡単散乱体分解 多偏波データによる地表の推定

花崗閃緑岩エリア(Granodiorite)
(Pedestal=37.7%, Wire=22.2%, 

Plate=35.4%, Dihedral=4.6%)

斑レイ岩エリア(Gabbro)

(2) Wire

(4) Dihedral(3) Plate

(1) Pedestal

Original

(Pedestal=11.2%, Wire=52.5%, 
Plate=19.4%, Dihedral=17.0%)

(2) Wire

(4) Dihedral(3) Plate

(1) Pedestal

Original



21３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

①2岩相強調法によるカラー合成画像

④既存の地質図（原図縮尺＝1:100,000）③Lバンド多偏波画像の画像判読図

B=コーナー成分
G=ペデスタル成分
R=ワイヤ成分

ｺｰﾅｰ
成分

ワイヤ
成分

ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ
成分

②簡単散乱体分解によるカラー合成画像



22３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

｢｢多偏波・多バンド多偏波・多バンドSARSAR解析ツールの開発解析ツールの開発｣｣（（SARViewSARView））
動作画面（ファイル：ファイル読み込み）動作画面（ファイル：ファイル読み込み）

最大情報エントロピー

2岩相強調

アルファ・エントロピー処理

簡単散乱体分解処理

エッジ保存型フィルタ

マルチルック処理

スラントーグランド変換処理

シグネチャダイヤグラム出力

ミューラ成分出力

偏波合成

メイン画面とメイン画面とSARSARデータ選択ダイアログデータ選択ダイアログ



23３．平成17年度事業までの成果
（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術

成果とまとめ

– 植被率50～80%の植生地域で詳細な岩相や地表区分を実
施した。

• 2岩相偏波強調法・簡単散乱体分解法を使用して､植生情報を含
んだ地質による地表分類が可能であることが分かった。

– 地表状況の推定するための解析手法を開発した。
• 簡単散乱体分解法

– 解析手法をソフトウェア化した。
• SAR View

–– 平成平成1818年度以降新規事業で「だいち」実データを利用し年度以降新規事業で「だいち」実データを利用し

て地質情報を得るための解析技術の開発を実施する予定。て地質情報を得るための解析技術の開発を実施する予定。


