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森林クラウドでの利用に向けた ALOS-2/PALSAR-2 の伐採検知技術の検証 ……………………………… 33
○林 真智・田殿武雄・落合 治・濱本 昂（JAXA）・
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○伊藤征嗣・岡 浩平・小西智久・小黒剛成（広工大）
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MRF モデルを用いた SAR インターフェログラム上のフットプリント同定に関する検討 ……………… 61
○上本純平・梅原広明（NICT）
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災害検出のための SAR 画像への位相相関位置補正 ………………………………………………………… 63
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光学衛星画像と SAR 画像の融合による経年地殻変化抽出手法の検討 …………………………………… 75
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SVM を用いたハイパースペクトルデータ向け鉱物同定モデルの構築……………………………………… 79
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○平山颯太・田殿武雄・水上陽誠（JAXA）
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損失関数および前処理・後処理の設計 ………………………………………………………………………… 87
○小林航太朗・多田村克己（山口大）
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土地被覆データを学習した Light Convolutional Neural Network による
未学習地域における都市域の詳細な分類能力の維持に関する検証 ………………………………………… 89
○内田啓一朗・多田村克己（山口大）
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広島原爆における黒い雨の形態推定 …………………………………………………………………………… 91
○小川 進（空間技術研究所）
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GAN を利用した SAR 画像−光学画像変換における多偏波利用の効果 …………………………………… 97
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ミリ波レーダによる動体（人物）検知 ………………………………………………………………………… 101
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超高分解能データを用いた画像テクスチャ特徴分類のための閾値設定について ………………………… 103
○知久龍馬・渡邉大智・小島尚人（東理大）
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ハイパースペクトルデータを用いたコンクリート表面ひび割れ領域内分類における
有効主成分の選定 ………………………………………………………………………………………………… 105
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（B5）

システム補正後の Landsat ETM+ 画像におけるスキュー補正の有効性 …………………………………… 109
○澤田晋弥・齊藤玄敏（弘前大）
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高分解能衛星画像の影解析に基づく建物の高さ推定手法の改良と検証 …………………………………… 113
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二酸化炭素、メタン、一酸化炭素の全球分布 ………………………………………………………………… 121
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（B10）
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（U2）

UAV ハイパースペクトルリモートセンシングによる複数年の水稲生育診断 …………………………… 157
○栗原純一（北大）
・長田 亨（道総研）

（U3）

高分解能衛星画像を用いた深層学習による土砂災害箇所の抽出 …………………………………………… 159
○角田里美・カピララトナ ジーワンティニー・金田真一（アジア航測）
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