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温室効果ガス排出量の監視 Greenhouse Gases Emission Monitoring 温室効果ガスの吸収源観測 Greenhouse Gases Sink Monitoring
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は、環境省、国立環境研究所（NIES）及び宇宙航空研究開発機構（JAXA）が共同開発した世

全球25m分解能PALSAR-2/PALSARモザイクおよび森林・非森林マップは、宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センターで開発した

界初の温室効果ガス観測専用の衛星であり、平成21年1月23日の1号機打上げ以降、現在も観測を続けている。下図は、「いぶき」観測データか

高精度・高速大量処理の解析技術を、陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）および陸域観測技術衛星2号「だいち2号」（ALOS-2）に

ら、地球大気全体の二酸化炭素平均濃度を算出した結果を示している。月別平均濃度（グラフ上の赤い点）は季節変動をしながら、年々上昇し

搭載したLバンド合成開口レーダ（PALSARおよびPALSAR-2）の全世界のデータに適用して作成したデータセットである。

ている様子がわかる。さらに、推定平年平均濃度（グラフ上の黒い点）は、単調に上昇している様子がわかる。地球温暖化の主要因の一つであ

現在世界が直面している地球温暖化や生物多様性減少などの地球環境変化に対応するためには、世界の森林の減少や劣化をタイムリーに

る地球大気中の二酸化炭素濃度を考える際には、推定平均濃度とその増加量が重要な指標となる。

把握することが必要である。「だいち2号」などの人工衛星による地球観測は、全世界をくまなく定期的に観測できるため、環境変化の

The project of the Greenhouse gases Observing SATellite "IBUKI" (GOSAT), the world’s first satellite designed specifically for monitoring
greenhouse gases from space, is jointly developed by the Ministry of the Environment, Japan (MOE), the National Institute for Environmental
Studies (NIES), and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). The satellite has been in operation since its launch on January 23, 2009.
The chart below shows the whole-atmosphere monthly mean concentration of carbon dioxide (CO2), calculated using GOSAT data that reflect
CO2 levels in all layers of the atmosphere. The red dots within the same chart indicate seasonal fluctuations and yearly rise over the period
analyzed. It is also confirmed that the trend line of the whole-atmosphere CO2 mean (average seasonal cycle removed) increases
monotonously as black dots. The value and the growth rate of the trend line are important to discuss global warming issues.
「GOSAT」（いぶき）は二酸化炭素
濃度を10年以上観測しており、増加
傾向をとらえている。2019年と2009
年を比較すると、この10年で2.4ppm
の二酸化炭素濃度が増えていること
がわかる。

広域把握に適している。特に、「だいち」や「だいち2号」が搭載するLバンド合成開口レーダは、画像を撮影するために雲や雨を透過できる電
波を用いるため、雲の多い熱帯雨林でも、夜間や悪天候の中でも観測ができるという利点がある。
Global 25m resolutions PALSAR-2/PALSAR mosaic and forest/non-forest map are free and open dataset generated by applying JAXA's powerful
processing and sophisticated analysis method/techniques to global data obtained with Japanese L-band Synthetic Aperture Radars (PALSAR and
PALSAR-2) on Advanced Land Observing Satellite (ALOS) and Advanced Land Observing Satellite-2 (ALOS-2). For understanding and responding
to global environmental changes such as global warming and loss of biodiversity, timely assessment of deforestation and forest degradation is
essential. Global monitoring with satellite remote sensing is one of the most effective approaches to detect land surface changes because satellites
can provide wall-to-wall images covering wide areas all over the world periodically. In particular, L-band Synthetic Aperture Radar (SAR) on ALOS
and ALOS-2 uses radio waves that can pass through clouds and rain to capture images, therefore it has the advantage of being able to make
observations at any time, even in tropical rainforests with heavy cloud cover.

Greenhouse gases Observing SATellite
"IBUKI" (GOSAT) has been observing
CO2 concentration for more than 10
years, and capturing the increasing
trend. Comparing 2009 and 2019, the
concentration has increased by 2.4ppm
in this decade.

2009年8月の月平均の二酸化炭素濃度
Average CO2 concentration in Aug 2009

2019年8月の月平均の二酸化炭素濃度

(左上) 2009年/PALSARの全球モザイク画像、(右上)
2009年/PALSARの森林・非森林マップ、
(左下) 2015年/PALSAR-2の全球モザイク画像、(右下)
2015年/PALSAR-2の森林・非森林マップ

インドネシア北カリマンタン州Kahan川デルタ
マングローブ面積の変化
赤：減少（1996-2007年） オレンジ：減少
（2007-2016年） 緑：マングローブ範囲（2016年）

(Left top) PALSAR global mosaic in 2009, (right top)
PALSAR forest/non-forest map in 2009,
(left bottom) PALSAR-2 global mosaic in 2015, and
(right bottom) PALSAR-2 forest/non-forest map in
2015.

Kahan river delta, North Kalimantan, Indonesia.
Mangrove extent and changes, Red – mangroves lost
1996-2007, Orange – loss 2007-2016, Green –
mangrove cover in 2016.

/Average CO2 concentration in Aug 2019

地球観測衛星による極域環境観測

Polar Region Monitoring

北極海の海氷面積は毎年9月に最も小さくなる。「しずく」に搭載している高性能マイクロ波放射計2（AMSR2）による観測データを分析した結
果、北極海の海氷面積が9月13日に2020年の最小値（355万平方キロメートル）を記録したことが明らかになった。また、この年間最小値は、衛

地球観測衛星による地球環境観測（地表面温度）
Monitoring Land Surface Temperature (LST)

星観測史上最小値に次ぐ2番目の小ささとなった。「しきさい」と「しずく」は共に地球環境変動観測衛星（Global Change Observation Mission:

可視光の波長帯では太陽光の反射がほとんどのため昼間の観測しか行えないが、熱赤外の波長帯は地球からの輻射（熱放出）を見ているため夜間でも

GCOM）シリーズとして設計され、それぞれが補完しあって気候変動や環境変動の監視に重要なデータを観測する。JAXA/EORCでは、このよ

観測を行うことができる。また、これまでの地球観測衛星の熱赤外観測に比べ、250mというより高い空間分解能で高頻度の観測を行えることも「しき

うな海氷やグリーンランド氷床をはじめとした地球環境の変化の兆候をいち早く捉えるため、北極海の海氷密接度の分布画像および海氷面積値

さい」の大きな特徴の一つである。（※「しきさい」は近紫外〜熱赤外まで幅広い波長の観測を行うことができるが、この中の熱赤外の波長帯の観測

情報、グリーンランド氷床の融解域や裸氷域・暗色域の変化を、地球環境監視webサイト「JASMES」や「JASMESグリーンランド氷床モニタ」

によって地表面の熱の状態を知ることができる。）このように、地表面温度などの気候変動の影響を受ける環境要因を衛星によって長期にわたってモ

で公開している。また、外部機関と連携し、国立極地研究所が開設している北極域データアーカイブシステム「ADS」の衛星データビューア

ニタリングすることで、気候変動がどのような影響として表れているかを科学的・客観的なデータとして評価していく。

「ViSHOP」にもデータを提供している。今後も引き続き、海氷や積雪など雪氷圏や極域の環境変動をGCOMシリーズをはじめとした複数の衛
星を複合的に用いて多角的な観点から監視していく予定である。
The sea ice extent in the Arctic sea becomes the smallest in Sep. every year. As a result from analysis with data observed by the Advanced
Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) onboard “SHIZUKU”(GCOM-W), the sea ice extent in the Arctic sea in 2020 became the smallest
(3,550,000 square meters) on Sep. 13. Moreover, the 2020’s record was the 2nd smallest in the all records. “SHIKISAI”(GCOM-C) and
“SHIZUKU”(GCOM-W) are complementary missions part of the Global Change Observation Mission program, with overall objective to
provide sustained long-term observations and datasets for supporting research
on global change. In order to contribute for the long-term monitoring of global
environmental changes - including ocean ice and Greenland Ice Sheet -,
JAXA/EORC provides data from "JASMES" (JAXA Satellite Monitoring for
environmental Studies) and "JASMES Greenland Ice Sheet Monitoring". The
data covers distribution of sea-ice concentration and sea-ice area information
in the Arctic, as well as changes in melting area, bare ice area and dark colored
ice area in the Greenland Ice Sheet. Moreover, EORC is cooperating with
external institutions. Data is provided to users through "ViSHOP" on Arctic Data
archive System - "ADS", operated by National Institute of Polar Research.
EORC aims to continuously provide cryosphere monitoring within Polar regions
by multiple satellites including GCOM constellation.
AMSR2は2012年に最も海氷面積が最小になったことを、また、
2020年に2番目に最小となったことを観測した。
AMSR2 captured the smallest sea ice extent in the record in 2012, and the 2nd smallest in 2020.

Visible light wavelength range can only observe during daytime because of a lot of sun light reflections, but thermal infrared wavelength range can
observe during both day and night because it observes radiation (heat radiation) from the earth. And another thing, 250m high resolution and highly
frequent observation is one of big characteristics of GCOM-C, comparing to other satellites. (GCOM-C can observe from near-ultraviolet to thermal
infrared, and observations using the thermal infrared wavelength range enable us to know LST.)
We will estimate various impacts caused by climate change with scientific and objective data through long-term monitoring with satellites for
environmental factors which would be affected by climate change such as LST.

図1 2018年8月1日の10:40頃に観測された地表面温度。
図の白色の領域は雲域を示している（図1〜図5共通）。
（雲の縁や薄い雲は雲と判別されていない場合がある）
Figure 1. LST observed at around 10:40 on Aug. 1, in
2018. White area in the image indicate cloud cover.
(Cloud edge and light cloud may not be determined as
cloud.)

図2 2018年8月1日の植生分布。緑が濃いほど植生が多
いことを示す。
Figure 2. Vegetation distribution on Aug. 1, 2018. The color
density shows the amount of the vegetation.

図3 東京周辺の日中地表面温度と植生分布。 白色の
領域は雲域を示している。前橋や熊谷で非常に高温と
なっている一方、皇居や代々木公園では周囲に比べ少
し温度が低くなっている。
Figure 3. LST and vegetation distribution in Tokyo
Area. White area indicates cloud. It is very high temp
in Maebashi and Kumagaya, on the other hand, it is a
bit cooler at the Imperial Palace and Yoyogi park than
the surrounding area.

図4 京都大阪周辺の日中地表面温度と植生分布。京
都や大阪南部、関西国際空港で非常に温度が高くなっ
ている。
Figure 4. LST and vegetation distribution in Kyoto/Osaka
Area. It is very high temp in Kyoto, southern Osaka, and
Kansai international airport.

図5 名古屋周辺の日中地表面温度と植生分布。名古
屋城では周囲に比べ少し温度が低くなっているようで
すが、その周囲や岐阜市周辺では非常に温度が高く
なっている。
Figure 5. LST and vegetation distribution in Nagoya
Area. It is relatively cooler at Nagoya castle area but it
is very high temp in other Nagoya area and Gifu.

