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Our Chaｌｌenge 

 We are facing many problems such as 
global warming, poverty,demographic 
change,mega-city and so on. 

 Global issue 

 Now and Future(Time Horizon) 

 Challenge to the uncertainty 

 We have developed a tool to look 
around present and future situations. 



Telescope and Microscope 

 



Have we obtained the tool in 
the 4-dimensional space? 

 Partly,Yes! 

 We can partly look at the future! 

 Subjectively or objectively 

 Observational and prediction data is 
important 

 Moreover, understanding of the 
Nature(or problems) is critical! 



Satellites provided us a 
perception of the Globe! 

 



What is a scope in the 4-
dimensional space? 

 A large volume of data accessed by 
public (Big and Open data) 

 Advance of Computer Simulation 
technology  

 Depends on an advanced computer 
technology,  Is super-computer old-
fashion? Cloud system? Etc. 



Why satellite observation? 

 Purpose and accuracy for observation 

 One instrument can cover the entire 
surface of the Earth 

 Relative accuracy is high 

 TRMM PR data 

 Visuality 

 Excite public awareness! 



Public recognition of the Earth 
environmental Issues 
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500m RGB image of atmospheric corrected reflectance on 2011/04/20 (Aqua/MODIS) 
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Information Commons! 

 The world is divided, but the Earth is 
common to us. 

 Now, we can see the Earth in TV every 
day！（GMS Cloud picture) 

 The knowledge given by modeling and 
observation is “Information Commons” 
for human beings to the future society  

  

 





静止気象衛星ひまわり6号の雲画像  NICAM 3.5km メッシュシミュレーショ
ン 

Miura et a.(2007,Science) 

NICAMにより再現された雲分布 



Importance of “Information 
Commons” 

 COP21Global Carbon Management 

 In the 21st century, a sort of 
“global/regional management” is critical 

 Different stakeholders 

 How to promote  dialogue between 
them? 

 Reliable data common to all of us 



 地球温暖化をはじめとした地球環境問題に係る広範囲な分野において、国際
的に連携しつつ継続的なモニタリングを実施 

 対象は、東アジア・西太平洋域を中心として、大気・海洋、および生物圏などの
地球環境全般 
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地球環境の戦略的モニタリング 

出典：国立環境研究所地球環境研究センター資料 



GOSAT（Greenhouse gases Observing SATellite） 

『温室効果ガス観測技術衛星（“いぶき” ）』 

温室効果ガス濃度変動の観測と その要因の推定 

月別二酸化炭素濃度マップ 
 

16 
16 出典：国立環境研究所地球環境研究センター資料 



民間の旅客機を使ったCO2の観測（CONTRAILプロジェクト） 

 国環研・気象研・JAL・JAMCO・JAL財団が協力して実施。 

 旅客機や船舶を使った広域観測は、地域的な放出量・吸収量推定に非常に有効であり、今後
の変化を検出して行くことが重要。 

 平成25年度環境賞（環境大臣賞・優秀賞）、日韓国際環境賞を受賞。 

17 

地球環境の戦略的モニタリング 

出典：国立環境研究所地球環境研究センター資料 



地球環境の戦略的モニタリング 地球環境の戦略的モニタリング 地球環境の戦略的モニタリング 地球環境の戦略的モニタリング 

• 地上観測データと「いぶき」の観測データから推定したメタンの年間正味収支量
（2009年6月～2011年5月までの月別収支量に基づく結果）。単位は「Tg CH4/地
域/年」。 

• 地域当たり・年当たりのメタン換算の質量総量。東アジアや東南アジア地域のメ
タンの放出量が多い。 

「いぶき」（GOSAT）の観測データを用いた全球の月
別メタン収支の推定 

18 出典：国立環境研究所地球環境研究センター資料 
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・ 大都市等とその周辺の「いぶき」データを解析し、世界の大都市等で、周辺よりも二酸化炭
素濃度が高い傾向を確認。「いぶき」は大都市等における化石燃料消費による二酸化炭素濃
度の上昇を捉えている可能性が高い。 

・ 衛星で二酸化炭素濃度を観測することが、化石燃料による温室効果ガス排出（インベント
リ）の監視ツールとして有効利用できる可能性。 

「いぶき」により高濃度（平成21年6月〜平成24年12月の平均）の人為起源CO2が観測
された領域（1度グリッド。赤道で100kmグリッドに相当。25個以上の「いぶき」データが
あるグリッドのみ表示。）。色は「いぶき」による人為起源CO2濃度を示す。 

１：中国：張家口
市、鞍山市、ハル
ビン市、天津市 

3.8 ppm 

２：インド：コルカ
タ（カルカッタ） 2.0 ppm 

３：ウズベキスタン東
部／カザフスタン南端
／キルギス西部／タジ

キスタン北端  

2.6ppm 

４：サウジアラビア
北西部／ヨルダン 1.8 ppm 

５：米国：ピッツ
バーグ 2.1 ppm 

６：米国：ロサン
ゼルス 4.5 ppm 

７：メキシコ：ア
カプルコ 2.4ppm 

「いぶき」（GOSAT）による大都市等における二酸化炭素観
測データと人為起源排出量の推定 

出典：国立環境研究所記者発表資料（2014年12月5日） 



Advance of ICT 

 Many way of data dissemination 

 2 way interaction 

 B to B and B to C and C to C 





Summary 

 Information Commons are important in 
the society in the 21st century 

 Satellite Observation is indispensable 
and contributes to the public interest! 

 Data dissemination is critical (Open data 
and Open access) 

 However, a lot of issues!  

 Information security and intellectual 
property rights 


