
気候変動観測衛星】GCOM一C 
GCOM-C: Global Change Observation Mission-Climate 

地球環境変動観測ミッションGCOM(Global Change 

Observation Mission）は、宇宙から地球の環境変動を長

期間にわたって、グローバルに観測することを目的としたプ

ロジェクトです。 

GCOMは、地球の水循環と気候変動を観測する、いわば

宇宙から地球を健康診断する役割を持っています。GCOM 

には水循環変動観測衛星（GCOM-W）と気候変動観測衛星 

(GCOM-C）という2つのシリーズがあります。多波長光学放

射計（SGLI)を搭載するGCOM-Cは、雲、工アロゾル（大気中

のちり）、海色、植生、雪氷などを観測します。また、マイクロ波

放射計（AMSR2）を搭載するGCOM-Wは、 降水量、水蒸気

量、海洋上の風速や水温、土壌の水分量、積雪の深さなどを

観測します。 

GCOMは、大気、海洋、陸、雪氷といった地球全体を長期間 

0O--15年）観測することによって、水循環や気候変動の

監視とそのメカニズムを解明することが期待されています。 

The purpose of the GCOM (Global Change Observation 

Mission) project is the global, long-term observation of the 

Earth's environment. GCOM is expected to play an important 

role in monitoring both global water circulation and climate 

change, and examining the health of Earth from space 

GCOM consists of two satellite series, the GCOM-W and 

GCOM-C.The GCOM-C,carrying a SGLI (Second generation 

GLobal lmager),conducts surface and atmospheric measure-

ments related to the carbon cycle and radiation budget, 

such as clouds, aerosols, ocean color, vegetation, and snow 

and ice. The GCOM-W, carrying an AMSR2 (Advanced 

Microwave Scanning Rad iometer2), observes water-related 

phenomena including precipitation, water vapor, sea surface 

wind speed, sea surface temperature, soil moisture, and 

snow depth. Global and long-term observations (10-15 years) 

by GCOM will contribute to an understanding of water 

circulation mechanisms and climate change 
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気候変動の将来を予測する 
Forecasting future global climate 

GCOM-C に 搭載される多波長光学放射計（SGLI）は、近紫外

から熱赤外域（380nm~l2iim) の複数の波長域で観測を

行う光学センサです。赤色と近赤外の波長では、衛星進行方

向の前方あるいは後方の偏光観測を行う機能も持ってい

ます。SG口は高度約800kmの上空から250m-1 kmの解

像度で、全地球を2-3日に1 回程度の頻度で観測します。 

SGLlは、大気中に浮遊して日射を和らげている工アロゾル 

（ちり）や雲、二酸化炭素を吸収する陸上植物や海洋プランクト

ンなどの分布を長期間にわたり観測します。これにより地球の

熱の出入りや生態系の分布が温暖化に伴ってどのように変化

していくのか、その仕組みを理解し、将来の気候変動を予測す

る数値モデルの改良に役立てられます。また、SGL功I'観測する

植物プランクトンは漁場推定に、工アロゾ)uま黄砂の飛来状況

監視に、そして植物活性度は作物生育状況・収量推定に役立て

ることができます。 

The Second generation GLobal Imager (SGLI)on GCOM-C is 
an optical sensor capable of multi-channel observation at 
wavelengths from near-UV to thermal infrared wavelengths 
(380nm to 12pm). SGLI also has polarimetry and forward / 
backward observation functions at red and near infrared 
wavelengths. SGLI obtains global observation data once every 2 
or 3 days, with resolutions of 250m to 1km 

設計寿命 
(Design Life) 

5年（5yea司 

電力ノ質量 
(Power/Mass) 

約4kwノ約2000kg 

高度ノ傾斜角 
(Altitude/Inclination) 798km/98.6度 (98.6deg) 

降交点通過地方太陽時 
(Local sun time at 
descending node) 

10時30分士15分 
(10:30士1 5mmn) 

SG LI概要 
(SGLI Characteristics) 

380nm'1 2im (l9band) 
250m--1 km分解能（Resolution) 
1 150--1400km観測幅（Swath Width) 

The SGLI observations will improve our understanding of climate 
change mechanisms through long-term monitoring of aerosols 
and clouds, as well as vegetation and temperatures, in the land 
and ocean regions. These observations will also contribute to 
enhancing the prediction accuracy of future environmental 
changes by improving sub-processes in numerical climate 
models. SGLI-derived phytoplankton, aerosol, and vegetation 
activity are also used for mapping fisheries, monitoring the 
transport of yellow dust, and monitoring crop growth and 
estimating crop yield 

九州沿岸のクロロフィルーaの濃度分布 
	

タクラマカン沙漠で発達するダストストーム（4日後に日本に飛来） 
	

タイ耕作地の植物活性度分布 
Chlorophyl-a around Kyushu 
	

Dust storm occurred in the Takiamakan desert 
	

Vegetation activity in Thailand 

（日本語」apanese) 
	

（英語  English) 

http://www.j  axa .j p/proj ects/sat/gcom_d 
	

http://www.j  axa .j p/proj ects/sat/gcom_di ndex_e. html 
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