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Abstract

Owing to the remarkable improvements in radar sensors, it is now possible to obtain information regarding a single

structure from high-resolution SAR images. In our previous research, we proposed a method for detecting the heights of

low-rise buildings automatically using 2D GIS data and a single high-resolution TerraSAR-X intensity image. However, it

was difficult to apply this method to high-rise buildings due to their backscattering characteristics. In this study, a new

method was developed for estimating the heights of high-rise buildings based on the results from an Interferometric SAR

(InSAR) analysis. The potential layover areas were extracted using both amplitude and phase characteristics. First, the

proposed method for low-rise buildings was used to extract the layovers from one intensity image. The phase

characteristics in the InSAR result were then investigated and used to extract potential layover areas. Finally, heights were

estimated based on the layover lengths obtained from both the intensity and phase images. The developed method was

tested on two TerraSAR-X image sets of central Tokyo, Japan, in the HighSpot mode. The results were verified by

comparison with a digital surface model obtained by stereoscopic photogrammetry. The detected heights were found to be

reasonable.
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1． は じ め に

近年センサ技術の発展により，高解像度の衛星・空撮画

像が得られるようになり，これらを用いた 1棟単位での建

物観測が可能になった。建物高さは重要なインベントリ情

報として，都市計画，環境整備や自然災害による被害予測

などに用いられている1）2）。そのため，リモートセンシン

グ画像からの建物高さの推定は，注目される課題の 1つで

といえる。建物高さの推定に用いるリモートセンシング

データは，大きく 3つに分かられる。1つ目は，光学セン

サ画像を用いた推定である。複数の光学センサ画像を用い

たステレオ測量は，デジタル表面モデル（DSM）を作成す

ることで建物高さが推定できる3）∼5）。また，1シーンの高

解像度の光学センサ画像から，日影の長さを用いた建物高

さの推定に関する研究もある6）∼8）。しかし，光学センサは

天候に影響されるため，必要な期間内で適切な雲の無い画

像が得られないこともある。

2つ目は，合成開口レーダ（SAR）画像を用いた推定であ

る。SARセンサは昼夜と天候に依存せずに撮影できるた

め，光学センサより汎用性が高い。SARセンサの後方散乱

モデルより，1シーンの画像から建物の高さの推定が可能

である。Franceschettiら9）は建物のコーナー反射における

反射強度から建物高さを推定するモデルを構築した。

Guidaら10）は反射強度とジオメトリック特徴を含めたモ

デルを作成し，シミュレーション画像における建物の情報

を推定した。しかしこれらの手法は，建物の材質などの事

前情報が必要である。また，複数の SAR画像から建物高

さを推定する手法も研究されている。SAR画像を用いた

ステレオ測量のほか，干渉処理でも DSMを作成でき，建

物高さの推定に用いられる11）∼13）。しかし，建物が密集す

る都市部では，倒れ込みとレーダ影の影響で，アンラップ

処理がうまく行かないことが多い。また，光学センサ画像

と SAR 画像を併用して高さを推定する研究も幾つかあ

る5）10）14）15）。

3つ目は，Lidarデータを用いた推定である。Lidarが観

測した点群データからは，建物の高さ以外に，形状などの

情報を高精度で得ることができる16）17）。しかし，Lidar観
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測は高価であり，限られた国でしか行われていない。

著者らは，1シーンの高解像度 SAR強度画像から後方散

乱係数が高い倒れ込み範囲を抽出し，低層建物の高さ推定

方法を提案した。提案手法はサンフランシスコやペルーの

沿岸部を撮影した TerraSAR-X（TSX）画像に適用し，建物

高さを高精度に推定することができた18）19）。しかし，高層

建物の場合，壁からの反射が低層建物より低く，さらに倒

れ込み長さが建物高さに比例するため，別の建物と重なる

ことが多い。そのため SARの後方散乱強度のみからの倒

れ込み範囲の抽出は難しい。そこで本研究では，倒れ込み

範囲における安定した干渉位相に注目した20）。干渉位相の

勾配と干渉縞の長さを用いて，倒れ込み範囲の抽出を試み

た。抽出された倒れ込み範囲の長さから，高層建物の高さ

を推定する。本研究では，2008年 2月と 2010年 2月に撮

影された 4 枚の高解像度 TSX 画像に提案手法を適用し，

東京臨海部にある高層建物の高さ推定を行った。強度画像

のみ，干渉位相のみ，およびそれらの組み合わせによる 3

つの手法により，それぞれ建物の高さ推定を行う。航空写

真測量から得られた標高モデルを対象建物高さの正解とし

て，推定手法の有効性と精度を検証する。

2． 対象地域と使用データ

本研究では，東京の臨海地域を対象地域とした。臨海部

の埋立地では，高層建物が密集せずに独立して建っている

ため，周辺環境による SAR画像への影響が少ない。本研究

では，2008年と 2010年に撮影した 2ペア計 4枚の TSX画

像を用いた。すべての画像は，下降軌道から High-resolution

SpotLight（HS）モードにより HH偏波で観測されたもので

ある。2008年 2月 14日と 3月 17日に撮影され画像の入

射角は 42.2°，2010年 2月 3日と 14日に撮影された画像の

入射角は 25.7°である。各画像の撮影条件を Table 1に，ま

た撮影範囲を Fig. 1に示す。画像の共通部分のうち，中央

区月島から江東区東雲にかけた約 4.7 km
2の範囲を対象地

域とし，Fig. 1に白枠で示す。これらの SAR画像は Single

Look Slant Range Complex（SSC）データとして提供されて

いる。

SSCデータから後方散乱係数画像と位相画像を得るた

めに，ENVI_SARscape 5.4を用いて干渉処理を行った。解

像度を優先し，進行方向と観測方向ともに 1ルックでレン

ジ圧縮した。観測角の違いより，2008年の画像における観

測方向（スラントレンジ）の解像度は 1.75m，2010年の画

像は 2.71mであった。シングルルック処理後，4枚の画像

はいずれも観測方向に対して 0.91m/pixelにリサンプリン

グされた。2008年 2月 14日と 2010年 2月 3日に撮影さ

れた画像をマスターとし，干渉処理を行った。2008年のペ

アにおける垂直軌道間距離は 151.1m，2010 年のペアは

86.0mである。2つのペアは，ともに撮影時期が近くかつ

軌道間距離が短いので，干渉性の高い画像が得られた。地

形縞を除去するために，国土地理院の基盤地図情報サービ

ス21）よりダウンロードしたデジタル標高モデル（DEM）

を用いた。この DEMは，2009年の航空レーザー測量をも

とに作成された 5mメッシュのデータである。また，位相

誤差を低減するために Goldsteinフィルタを使用した22）。

推定手法の精度を検証するために，株式会社パスコから

提供されたデジタル表面モデル（DSM）を用いた。この

DSMデータは，2010年に撮影された航空画像の立体視よ

り得られたもので，0.5m/pixelにリサンプリングされてお

り，垂直方向の誤差は 1m以内である。干渉処理に用いた

DEMデータを 0.5mにリサンプリングし，DSMデータと

の差分を算出したものを Fig. 2に示す。これより，対象地

域内に複数の高層建物が独立して立っていることが確認で

きた。本研究は月島と豊洲に位置する計 42棟の高さ 50m

以上の建物を対象とする。基盤地図情報サービスからダウ

ンロードした建物輪郭を用いて，DSMから建物高さの正

解データを作成した。建物輪郭内に，最も多くのピクセル

が占める高度をその建物の高さとみなすことにした。対象

となる建物の詳細情報を Table 2に示す。

3． 推 定 手 法

本研究では，高解像度 SARデータの強度画像と位相画

像の両方を用いた高層建物の高さ推定法を提案する。提案

手法のフローチャートを Fig. 3に示す。1つの干渉ペア画

像を用いて，マスター画像に輝度補正を行い，後方散乱係

数（σ
0）に変換する23）。後方散乱係数の閾値より，倒れ込

み範囲の候補域を抽出する。一方，干渉解析で得られた位

相画像に対して，位相勾配（Δϕ）と干渉縞長さ（T）の閾値

を適用して，倒れ込み範囲の候補域を抽出する。強度画像

と位相画像から抽出された倒れ込みの候補域を建物輪郭

データと重ね合わせることで，倒れ込みの長さを推定し建

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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Table 1 Acquisition conditions of four TerraSAR-X images

taken from two different paths
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Fig. 1 Coverage of four TerraSAR-X data used in this study and the study area (white square) in the central part of Tokyo, Japan.

Fig. 2 Building heights calculated from the digital surface

model (DSM) provided by PASCO Crop. and the

digital elevation model (DEM) downloaded from

Base Map Information web-site of GSI
21）
.

Fig. 3 Flowchart of the proposed method to estimate building heights for high-rise buildings



物高さに変換する。

高層建物の SAR強度画像と位相画像における後方モデ

ルを Fig. 4に示す。低層建物の場合，地面（I），壁（III）と

屋根（IV）からの反射が重なることが多く，倒れ込み範囲

内に強い後方散乱係数を示す。そのため，著者ら18）は強

度画像の閾値で倒れ込み範囲を抽出して，高さを推定する

手法を提案した。しかし，Fig. 4（a）に示すように，高層建

物の場合は地面（I）と壁（III）のみからの反射範囲が多い。

また，低層建物はコンクリートや外装材などの外壁を有す

るのに対し，高層オフィスビルの外壁はカーテンウォール

とガラスを使用することが多い。ガラスは外装材やコンク

リート壁よりマイクロ波を透過しやすいため，高層建物の

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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Table 2 Detailed information of the 42 target buildings and their estimated heights from the TSX images



壁からの反射は，低層建物の壁からのものより弱い。その

一例を Fig. 4（a）に示す。建物からの反射が水面に倒れ込

み，地面よりも低い後方散乱係数を示している。そのため，

従来提案した後方散乱係数の閾値による抽出手法は適用し

にくい結果となる。

一方，Fig. 4（b）に示した位相画像では，壁からの反射は

弱いものの，位相が周辺に比べて非常に安定している。そ

こで，位相特徴量を用いて，高層建物の倒れ込み範囲を抽

出する手法を提案する。まず，フラットアース補正と地形

補正を行った干渉画像において，建物高さ hと干渉位相 ϕ

は以下の式で関係づけられる20）。

dϕ

dh
=

4πB

λH tan θ
（1）

ここで，B⊥は垂直軌道間距離，λはマイクロ波の波長，H

はマスター画像の衛星高度，θは入射角である。

Fig. 5（a）に示すように，高さ hの建物のスラントレンジ

画像における倒れ込み長さ LSは式（2）で表される。式（1）

と（2）より，Fig. 5（b）に示すスラントレンジ画像におけ

る連続位相の勾配 Δϕの理論値は式（3）で表される。また，

位相は πを超えると−πに反転する。2つ反転点の間隔，
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Fig. 4 Backscattering model for a high-rise building in the

intensity (a) and the phase (b) images.

Fig. 5 Schematic images of (a) geometrical characteristics

for a building in a slant range SAR image, (b) phase

characteristics in a continuous theoretical phase,

and (c) the template searching method in a layover

area.



すなわち干渉縞の長さ Tは式（4）で表される。式（3）と式

（4）より，連続位相の特徴量である Δϕと Tは撮影条件で

定まる定数である。本研究では，この 2つの特徴量を用い

て，位相画像から倒れ込み範囲の抽出を行う。

h=
LS

cos θ
（2）

Δϕ=
4πB

λH sin θ
（3）

T=
λH sin θ

2B

（4）

スランドレンジ画像から抽出された倒れ込み範囲と建物

輪郭データを用いて，倒れ込み長さ LSを求める。倒れ込

み長さの推定は，Fig. 5（c）に示すテンプレート検索法によ

り行う。建物輪郭を基づき，レンジ方向に 2ピクセル幅の

テンプレートを作成する。作成されたテンプレートをセン

サ方向に向かって 1ピクセルずつ移動しながら，テンプ

レート内における倒れ込みの割合（p）を求める。pが閾値

より小さくなると，検索を終了する。そのときの移動距離

が倒れ込み長さ LSである。得られた LSを用いて，式（1）

より建物高さ hを求める。

4． 建物高さの推定と閾値の検討

2008年と 2010年の SARデータペアを用いて，それぞれ

建物高さの推定を行った。マスターとした 2008年 2月 14

日と 2010年 2月 3日の後方散乱係数画像を Fig. 6（a-b）に

示す。入射角の違いによってレンジ方向の分解能が異な

り，同じ対象地域では，2008年の画像のスラントレンジ方

向で 2002m あるに対し，2010 年の画像では 1274m と短

い。撮影軌道の違いより，同じ解像度の観測（アジマス）

方向においても，ピクセル数で差がある。対象となる 42

棟の高層建物の輪郭をスラントレンジ画像に投影して，後

方散乱係数画像上に黄色の輪郭で示す。倒れ込み範囲を抽

出するために，後方散乱係数の閾値を検討した。Fig. 2の

赤枠で囲む低層建物が密集するエリアを倒れ込み範囲の教

師データとし，緑枠で囲む公園と空き地を地面の教師デー

タと選定した。どちらの教師データも，総面積は約 17000

m
2である。教師データの範囲を各ペアの撮影条件に基づ

き，スラントレンジ画像に投影したものも Fig. 6（a-b）の

中に示す。2008年の後方散乱係数における倒れ込み範囲

は，平均値が−2.74 dB，標準偏差が 8.19 dBである。一方，

空き地の平均は−8.42 dB，標準偏差は 5.40 dB である。2

つの教師データにおける累積値の差が最も大きくなる閾値

（−3.5 dB）を用いて，強度画像より倒れ込み範囲の抽出を

行った。2010年の画像においても，同様に教師データの累

積値の差が最も大きくなる閾値を求めた。この場合，倒れ

込み範囲の教師データについて平均値は−1.56 dB，標準偏

差は 8.23 dBであり，空き地では平均値は−7.37 dB，標準

偏差は 4.98 dBであった。入射角が小さいため，2008年の

画像に比べ後方散乱係数の値が大きい。同様のやり方で，

倒れ込み範囲の閾値を−1.2 dBと定めた。2枚のマスター

強度画像から求められた閾値以上の部分を倒れ込みの候補

域として抽出した。また，候補域の中で 64ピクセル（約

50m
2）以下の大きさの範囲をノイズとして除去した。

フラットアース補正と地形補正を行った干渉位相画像を

Fig. 6（c-d）に示す。高層建物の倒れ込み範囲内において，

安定した連続位相を確認することができる。2008年の干

渉ペアの撮影条件より，連続している位相の勾配（Δϕ）は

0.17，干渉縞の長さ（T）は 38ピクセルである。一方，2010

年の干渉ペアにおいては，連続位相の勾配は 0.14，干渉縞

の長はが 44ピクセルである。まず，位相画像を用いて，レ

ンジ方向における位相差を求めた。位相反転点の理論値は

−2πであり，位相差が−5.0 rad以下のピクセルを，位相反

転点として抽出する。また，抽出された反転点のうち，ス

ペクトルノイズや水域におるランダムなものがある。これ

らの誤抽出を減少するため，隣接する反転点が 3つ以下で

あればノイズとして除去する。得られた反転点のレンジ方

向における距離が，理論値の±25%以内であれば，有効な

干渉縞として補間する。2008年の干渉ペアでは，有効な干

渉縞長さが 28から 48ピクセル，2010年のペアでは 33か

ら 55ピクセルである。また，抽出された反転点に位相勾

配の理論値を与えて，位相勾配による倒れ込み範囲の抽出

を行う。位相勾配の閾値は理論値の±0.1 と設定した。

2008年の干渉ペアの場合，位相勾配が 0.07 rad/pixelと 0.27

rad/pixelの間であれば，連続位相として抽出する。2010年

のペアの場合，位相勾配の閾値は 0.04 rad/pixel から 0.24

rad/pixel までである。干渉縞と位相勾配の閾値は Fig. 6

（a-b）上の点線で囲む 4棟の建物を参照に決定したもので

あるが，サンフランシスコにおける建物高さの推定19）に

使用した閾値と近似したため，ほかの TSX干渉画像にも

適用できると考えられる。位相勾配の閾値で抽出されたエ

リアのうち，64ピクセル（50m2）以下の大きさの候補域を

ノイズとして除去した。干渉縞長さと位相勾配の閾値より

抽出された範囲とを合わせて，位相画像における建物の倒

れ込みの候補域とする。

Fig. 6（a）上の点線で囲む 4棟の建物を例とし，後方散乱

係数より抽出された倒れ込みの候補域を Fig. 7（a）に示す。

建物 cと dの倒れ込み範囲がほぼ抽出されたに対し，建物

aと bの一部が抽出されなかった。位相画像から抽出され

た位相反転点と補間された干渉縞を Fig. 7（b）示す。建物

の倒れ込み範囲以外にも，位相が反転する箇所が多数抽出

された。しかし，そのうち距離が干渉縞長さの閾値を満た

すものの多くは倒れ込み範囲内にある。位相勾配の閾値よ

り抽出されたエリアを Fig. 7（c）に示すが，位相反転点に勾

配の理論値を与えたため，連続した範囲を抽出することが

できた。Fig. 7（a）に示す建物 aと bの抽出範囲と比べて，

後方散乱係数が低い領域を位相情報より抽出することがで

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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きた。Fig. 7（b）と（c）に示す抽出結果を合わせて，位相画

像による倒れ込みの候補域とする。

倒れ込みの候補域を抽出したあと，建物輪郭を用いて倒

れ込み長さ LSの推定を行う。まず，強度画像と位相画像

の候補域から，それぞれ長さの推定を行った。作成された

テンプレート内における倒れ込みの割合（p）の閾値は，Fig.

7 に示す 4 棟の建物を用いて検討した。まず，2008 年と

2010年の強度画像から，岩崎ら8）と同様に目視より倒れ

込み長さを測定した。得られた長さを建物高さに変換した

ものを Table 3に示す。DSMと DEMから作成された正解

データと比較すると，目視では SAR強度画像から高精度

の結果が得られる。次に，テンプレートを建物輪郭からニ

アレンジ方向に向かって移動しながら，後方散乱係数より

抽出された候補域の pを算出する。移動距離が目視で推定

された長さになったときの pを書き出す。4棟建物に対し

て，2008年と 2010年における 8つの割合を検討したとこ

ろ，pを 30%に設定したときに最も妥当な長さを得ること

ができた。テンプレート内における倒れ込み候補域の割合

が 30%を下回った時点でテンプレートの移動を終了し，

そのときの移動距離を倒れ込みの長さとする。

2008年の強度画像から得られた倒れ込み範囲の推定結

果を Fig. 7（d）に枠で示す。建物 b, c, dの倒れ込み範囲が

ほぼ抽出することができた。建物 bでは，一部壁の反射が

弱いところが候補域として抽出できなかったが，割合を 30

%に下回らなかったので抽出できた。一方，建物 aは壁の

反射が弱いため，水面と重なる倒れ込み範囲がほとんど抽
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Fig. 6 Backscattering intensity images (a-b) and the phase images obtained by D-InSAR analysis (c-d) in the

study area. All images are shown in the slant range.



出されていなかった。そのため，推定された長さは実際の

ものより短い。割合 pの閾値の検討は強度画像のみで行っ

たが，位相画像にも同じ閾値を適用した。2008年の位相画

像から得られた倒れ込み範囲の推定結果を Fig. 7（e）に枠

で示す。建物 bと dの倒れ込み範囲における連続位相が抽

出できたため，強度画像と近い長さが推定された。一方，

建物 aと cでは，屋根と壁の倒れ込みが重なるところにお

いて位相の乱れがあるため，倒れ込みの長さは実際より短

く推定された。レーダ方向における建物の幅が大きいほど

屋根による位相の乱れ範囲が大きく，高さを過小推定され

る。建物 aにおいては，強度画像からのものよりは良い推

定結果が得られた。

2010年の強度画像から得られた倒れ込み範囲の推定結

果を Fig. 8（a）に枠で示す。入射角が小さいため，後方散乱

係数のバラツキが大きい。4棟建物の曲がり角，足元と屋

根の反射域しか抽出できなかった。そのため，Fig. 8（d）に

示す強度から推定された倒れ込み範囲は，実際の範囲より

小さく，水面の反射と重なる部分はほとんど抽出できな

かった。一方，位相画像では，水面と重なる部分の位相が

安定して抽出できたが，地面と重なる部分は地上物の影響

で位相が乱れて抽出されなかった。位相画像から推定され

た倒れ込み範囲を Fig. 8（e）に示す。抽出範囲が不連続で

あったため，建物 a, b, cがともに短く推定された。建物 d

のみ実際の高さに近い結果が得られた。

以上の検討より，強度と位相の単独情報からでは，高層

建物の高さ推定が難しいことがわかった。しかし，Fig.

7-8に示す例のとおり，強度画像と位相画像からは異なる

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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Fig. 7 Extracted potential layover areas using the threshold values of backscattering intensity σ
0
(a), phase length T

(b) and phase difference Δϕ (c); estimated layover outlines from backscattering intensity (d), phase

characteristics (e) and their combination (f) in the data set of 2008.

Table 3 Accuracy assessment for the four sample buildings



候補域を抽出されたため，これらを組み合わせることに

よって，より完全な倒れ込み範囲が得られると考えた。そ

こで，2つの候補域を合わせて推定を行った。単独での推

定では，pの閾値を 30%と設定したが，どちらの例でも過

少推定する傾向が見られた。そのため，2つの候補域を足

し合わせるときの閾値は 30%から 60%の間で与えること

にした。本研究では，2008年の干渉ペアを使って，40%,

45%と 50%の 3つの閾値を試みた。42棟の対象建物に対

して，強度画像と位相画像の両方から得られた候補域を用

いて，倒れ込み範囲の推定を行った。3つの閾値で得られ

た結果を高さに変換したもの Fig. 9に示す。縦軸に DSM

と DEMから得られた正解高さを示す。3つの結果から 0

を通す近似直線をそれぞれ求めた。近似直線のうち，傾き

が最も 1に近いのは閾値が 45%のときであった。閾値が

40%の場合，過大推定の傾向があり，傾きは 0.93であった。

一方，閾値が 50%の場合，近似直線の傾きは 1.02であっ

た。以上の結果より，強度と位相を組み合わせた場合，p

の閾値を 45%と設定することにした。pの閾値は倒れ込

みの候補域の抽出に影響される。複雑な環境や厳しい閾値

で候補域を抽出し場合，pを小さく設定する。一方，単純

な環境や緩い閾値で候補域を抽出した場合は大きく設定す

る。そのため，対象地域や画像の撮影条件によって検討す る必要がある。
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Fig. 8 Extracted potential layover areas using the threshold values of backscattering intensity σ
0
(a), phase length T

(b) and phase difference Δϕ (c); estimated layover outlines from backscattering intensity (d), phase

characteristics (e) and their combination (f) in the data set of 2010.

Fig. 9 Comparison of the estimated heights using the

different p values for the combined layovers from

the data set of 2008 and the reference heights from

the DSM and DEM data.



例となった 4棟建物から推定された倒れ込み範囲を Fig.

7-8（f）に示す。2008年の干渉ペアでは，強度のみでも良

い推定結果が得られたが，推定できなかった建物 aの倒れ

込み範囲が位相の結果により修正された。しかし，まだ実

際の範囲よりは短かった。2010年の干渉ペアでは，建物 d

のみが位相画像から高さを推定できたが，強度と組み合わ

せることで 4棟ともに推定することができた。強度，位相，

両方の推定結果から得られた高さを Table 3に示す。4つ

の手法で得られた高さを比較すると，目視による推定は最

も精度が高かった。二乗平均平方根誤差（RSME）がわず

か 1mであった。2008年の干渉ペアでは，建物 aの弱い反

射強度より位相を用いた推定の方が良い結果が得られた。

さらに，強度と位相の組み合わせにより，建物 cが正しく

推定できたため，さらなる誤差の減少を図ることができた。

2010年の干渉ペアでは，強度と位相の単独では，どちらも

高さの推定ができなかったが，両者の組み合わせにより倒

れ込みの候補域が補完し，RSMEが 4mの精度で高さ推定

が可能となり，提案手法の有効性を示すことができた。

5． 推定結果とその評価

前章で検討したパラメータを 2008年と 2010年の画像に

適用し，対象とした高さ 50m以上の 42棟の建物の高さを

推定した。それらの結果を Fig. 10-11に示す。また，強度

と位相を併用した推定結果を Table 2に示す。2008年の強

度画像からは，誤差 5m以内に推定された建物が 15棟，誤

差 10m 以内が 21 棟，誤差 20m 以内が 24 棟であった。

2008年の位相画像からは，誤差 5m以内に推定された建物

が 11棟，誤差 10m以内が 14棟，誤差 20m以内が 17棟で

あった。42棟のうち，強度から誤差 20m以内に推定でき

たが，位相から推定できなかったものが 12棟であった。

一方，位相のみで推定ができたものが 5棟であった。組み

合わせより推定された高さでは，5m誤差以内が 16棟，10

m誤差以内が 23棟，20m誤差以内が 27棟であった。誤差

10m以内に推定された建物高さの RSMEは 4.4m，誤差 20

m以内のものの RSMEは 6.5mである。強度と位相を組み

合わせることで，建物高さの推定精度は，単独のものによ

る結果より向上した。

2010年の強度画像からは，誤差 20m以内推定できた建

物が 3棟のみであった。位相画像から，誤差 10m以内の

ものが 4棟，誤差 20m以内のものが 5棟であった。どち

らの画像でも推定できた建物は 22番のみであった。一方，

2つの抽出結果を組み合わせることで，誤差 5m以内のも

のが 8棟，誤差 10m以内が 12棟，誤差 20m以内が 13棟

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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Fig. 10 Comparison of the estimated heights obtained by the three different methods for the SAR

data set of 2008 and the reference heights.



であった。誤差 20m以内のものの RSMEは 5.6mである。

2008年と 2010年の干渉ペアの結果を比較すると，強度

画像では入射角が大きい方が倒れ込み範囲を抽出しやす

い。一方，2つペアの軌道間距離はともに短いため，位相

画像からも近い精度の結果を得ることができた。強度と位

相の組み合わせでは，強度画像からの結果と比べて，2008

年の方がより良い結果を得られた。誤差 20m以内に推定

された建物高さに対しては，どちらの結果の RSMEも 6m

前後であった。

強度画像に，推定された倒れ込み範囲（赤枠）と正解デー

タから作成された倒れ込み範囲（シアン色枠）を重ねて Fig.

12に示す。提案手法では，強い後方散乱と安定した位相の

どちらも満たさない倒れ込みが抽出できないため，多くの

建物が正解データより低い結果になった。強度画像におい

ては，建物の足元と屋根の部分が抽出できたものの，それ

らを繋ぐ壁の反射が抽出されなかったため，テンプレート

検索が途中で切れた。位相画像においては，壁の倒れ込み

域にある地上物の反射より位相が乱れることが，正しい結

果が得られない主な原因である。主に両者を組み合わせた

場合でも，抽出された倒れ込み候補域の割合が閾値を下回

ることが多かったため，全体的に建物高さは過少推定され

た。

しかし，2008年の結果のうち，番号 17と 33の建物にお

いて，正解より 50m以上高く推定された。また，2010年

の結果においても，17番建物が正解より 100m以上高く推

定された。強度と位相からそれぞれ抽出された 17番と 33

番建物の倒れ込み範囲を Fig. 13に示す。33番建物では，

手前の相生橋と重なったことが誤差の原因と考えられる。

水面から誤抽出された位相候補域（シアン色部分）によっ

て，トラス上部構造が強い反射する相生橋まで 33番建物

の倒れ込みと誤推定された。そのため，推定された建物高

さは，67m以上高く推定された。17番建物では，2008年

の結果が 57m，2010 年の結果が 104m 高く推定された。

その原因は，対象建物のニアレンジ方向にある高層建物「勝

どきビュータワー」（Fig. 13の点線域）であると考えられ

る。勝どきビュータワーは，2008年 1月に建設工事が着工

し，2010年 10月 27日に完了した 192mの高層建物であ

る。基盤地図情報サービスからダウンロードした建物輪郭

データにこの建物が含まれていなかったため，対象とはし

なかった。2008年 2月に撮影された画像では，建設工事に

よる強い反射（赤部分）が 17番建物の倒れ込み範囲として

抽出されたため，高く推定された。一方，2010年の撮影画

像上では，すでに 100m以上の高さがあり，17番建物の倒

れ込み範囲として誤抽出された。Fig, 13（b）に示す建物 12
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Fig. 11 Comparison of the estimated heights obtained by the three different methods for the SAR

data set of 2010 and the reference heights.



と 14番は過小推定された例である。対象建物の入射方向

に 8階建のマンションなどの中層建物があるため，建物の

一部にレーダが届かず，抽出された倒れ込み範囲が少な

かった。

建物高さの推定結果と建物の固有条件（形状，大きさ，

向きなど）の比較も行ったが，関係性は見られなかった。

倒れ込み範囲における強度の強さは壁の材質と構造，衛星

画像の撮影条件に影響される。また，対象建物の周辺に建

物が密集すると，高さの推定誤差が大きくなる。一方，位

相画像を用いた推定結果は，屋根の状態と周辺環境に影響

高解像度 SAR画像の強度と位相情報を用いた高層建物の高さ推定
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Fig. 13 (a, c) Close-up of the extracted potential layover areas enclosed by the white frames in Fig. 12(a), where the

result from the intensity image taken in 2008 is shown in red color and that from the phase image is shown

in green and blue colors; (b, d) aerial photos taken by GSI
24)
.

Fig. 12 Comparison of the estimated layover areas from the data sets of 2008 (a) and 2010 (b), and the ones created

according to the DSM and DEM data in the whole study area, overlapping on the fringe images.



される。対象建物のレンジ方向に，1つ以上の干渉縞が生

じる中層建物があると，精度が低下する。観測条件のよい

SAR画像（2008年ペア）であれば，強度画像のみでも建物

の高さが推できるが，撮影条件が劣る画像（2010年）や周

辺環境が複雑の場合，位相の方が有効と考えられる。2008

年の画像において，11棟の建物の倒れ込み域内に別の対象

建物が存在した。そのうち，5棟の高さが誤差 20m以内に

推定できた。推定できなかった建物はすべでレーダシャド

ウによる過小評価であった。位相を用いることは，レーダ

方向に重なる建物の高さ推定に有効と分かった。

6． ま と め

本研究では，高解像度 SARデータによる強度画像と位

相画像を組み合わせた高層建物の高さ推定手法を提案し

た。2008年と 2010年に撮影された 2つの干渉ペア画像を

用いて，東京臨海部にある 42棟の 50m以上の高層建物の

高さを推定した。航空ステレオ測量で得られたデジタル表

面モデルと航空レーザー測量で得られたデジタル標高モデ

ルから正解とする建物高さを抽出し，提案手法の有効性と

精度の検証を行った。

入射角が大きい 2008年の画像では，強度画像のみに基

づく推定結果は，位相のみを用いた結果に比べ，多くの建

物高さを推定することができた。強度と位相を組み合わせ

た結果では，64%の建物に対して誤差 20m以内で推定す

ることができた。一方，入射角が小さい 2010年の画像で

は，強度のみを用いた場合，建物高さの推定がほとんどで

きなかった。位相のみを用いた場合は，38%の建物に対し

て誤差 20m以内で推定することができたが，RSMEが 12

mと大きかった。強度と位相を組み合わせた結果では，31

%の建物に対し誤差 20m以内で推定ができ，RSMEは 5m

程度に収まった。これらの比較より，強度と位相を組み合

わせた提案手法は，単独の推定よりも有効で，高い精度の

結果が得られるといえよう。また，2つ干渉ペアを比較す

ると，入射角が大きい方が建物高さの推定に適しているこ

とがわかった。今回の事例解析の推定精度が全体的に低く

なった原因は，周辺環境に影響されて，建物の倒れ込み範

囲内で高い後方散乱と安定した位相のどちらもが得られな

かったケースが挙げられる。また本研究では，倒れ込み長

さの推定を 1ピクセル単位で行ったが，1ピクセルのズレ

で高さに約 10mの誤差が生じる。今後は低層建物の場合

と同様に，サブピクセルを用いた倒れ込み範囲の検索を行

い，推定精度の上昇を試みたいと考えている。
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