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リモートセンシングとは、「物を触らずに調べる」技術のことであり、観測機器（セン

サ）を人工衛星や航空機などに搭載し、地球の表面付近を観測する技術として一般

的に認識されている。基本原理、要素技術、陸域・水域・雪氷・大気・気象・災害

における利用事例、様々な観測衛星センサ、リモートセンシングを取り巻く環境などか

ら約300項目を見開きで解説。リモートセンシングに関わる全ての技術者・研究者

必携の書。
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発掘調査を行うと，墓域中央の小丘陵
から間口約 18  m，奥行約 47  mをも
ち，建造当時には建物の天井に小ピラ
ミッドが付随していた新王国時代の大
型神殿型貴族墓（Tomb Chapel）が
出土した（図 2）．墓域からはさらに
古い時代の遺構やミイラなども発見さ
れており，発掘調査は今も続いてい
る．衛星データで遺跡を発見し，その
発掘にも成功したのは，本例がエジプ
ト学史上初めてである．
●地下遺跡探査における衛星SARへ
の期待　　地中レーダは，地下埋蔵物
探査の有効ツールとして考古学調査で
広く用いられる．Lバンドのマイクロ
波は，きわめて乾燥した砂漠などでは
地中透過性があり，地中に何もない砂
漠の後方散乱は小さく，何らかの構造
物がある場合の後方散乱は大きくなる
性質をもつことから，砂漠に埋もれた
未知遺跡の検出に広域観測が可能な衛
星 SARへの潜在的な期待がある．
　このような背景から，東海大学と早
稲田大学の共同プロジェクトチームで
は，ピラミッドゾーンとよばれるエジ
プトの遺跡集中地区をテストサイトに，地球資源衛星 1号（JERS-1）および米国
スペースシャトル搭載のマイクロ波センサ SIR-C（いずれも LバンドHH偏波）の
観測画像各 1シーンによる遺跡探査を試みた．その結果，JERS-1（1994/8/26観
測，分解能約 18  m）ではサッカラの階段ピラミッド西方の Site No. 29地点に 1
ヶ所（図 3），SIR-C（1994/4/20観測，分解能約 25  m）では南サッカラのメルエ
ンラー王のピラミッド近くの Site No. 39地点に 1ヶ所（Site No. 39），いずれも
何も存在しない砂漠から強い後方散乱が認められ，現地を訪れるとエジプト王朝時
代の特徴をもつ石材，土器片，日乾煉瓦遺構の一部が地表露出する状況などが確
認された（図 4）．衛星 SARを用いた砂漠の地下遺跡探査に関しては，これまでそ
の可能性は論じられているものの，実際の成果はほとんどなかった．しかしながら，
以上 2ヶ所の遺跡検出例から，少なくともエジプトの砂漠を対象とした地下遺跡調
査において，LバンドHH偏波の衛星 SARは有効と考えられる． ［惠多谷雅弘］

考古学への利用
Application to archaeology

　世界には，文献上存在する可能性があるにもかかわらず，まだ発見されていな
い多くの遺跡が存在すると考えられている．衛星がとらえた近年の地球の姿を歴
史学的な知見や考古学資料と重ね合わせ，未発見の遺跡や古環境を広域的視点で
調査するリモートセンシングの応用研究が世界の古代文明発祥地を中心に成果を
上げている．
●エジプト・ダハシュール北遺跡の発見　　考古学分野において，衛星データに
最も期待されていることは未知遺跡の発見である．その最も顕著な成果として，
東海大学と早稲田大学の共同プロジェ
クトで発見に至った「ダハシュール北
遺跡」の例がよく知られる．
　この調査では，ナイル川流域に集中
分布する既知遺跡の現況やそれらの立
地環境を詳しく調べた上で，SPOT 
Pan（1987/5/12観測）と Landsat/
TM（1987/2/8観測，Band 1, 2, 4使
用）のパンシャープン画像（分解能約
10  m）およびロシアの高解像光学衛
星 KVR-1000（1991/2/27観測，分解
能約 2  m）の各画像によって，遺跡が
存在しない領域にもかかわらず遺跡の
一部と考えられる形状的特徴（直線，
方形，円形などの人工的な構造）が地
表に残存する地点，すなわち新たな遺
跡が見つかる可能性が高い ｢遺跡の有
望地点｣ を特定した．特定地点は合計
38ヶ所に至り，各地点を地上調査した
結果，首都カイロから約 30  km南のダ
ハシュールの砂漠丘陵に位置する Site
No. 35地点（図 1）において，エジプ
ト王朝時代の特徴をもつ土器片や遺物
が地表に多数散乱する広大な墓域を発
見した．エジプト考古庁の許可のもと
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図 2　 ダハシュール北遺跡から出土した新王国時
代の大型神殿型貴族墓（©大村次郷）

図 1　 Site No.35 地点の KVR-1000 画像（画像
処理：東海大学情報技術センター，デー
タ：© Sovinformsputnik, 1996）

図 4　 JERS-1 SAR で検出されたSite No.29 地
点に地表露出する日乾煉瓦遺構（©東海大
学情報技術センター）

図 3　 Site No.29 地点の JERS1/SAR画像（画像
処理：東海大学情報技術センター，デー
タ：© JAXA/RESTEC）
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数：300  MHz～300  GHz）の観測も有効に使われている．マイクロ波帯は雲を透
過するため，上層雲に覆われていても，台風内部の降水や海面の状態などを観測
することができる．
　受動的センサ（衛星センサが自ら電磁波を発しない）であるGCOM-WやGPM
などの低軌道衛星に搭載されたマイクロ波放射計（イメージャ）は，主に降水分
布の観測に用いられ，台風中心の特定や内部構造の観測に利用されている 6）．例
えば，周波数が 36～37  GHzのマイクロ波帯の電磁波は，対流圏中～上層に存在
する固体降水による散乱が小さいことから，対流圏下層の水雲や液体降水からの
熱放射の観測に使われる（図 1（b））．一方，85～91  GHzのマイクロ波帯は，海面
から放射されるマイクロ波の固体降水による散乱を強く受けることを利用して，
積乱雲内の強い降水域の特定に活用されている（図 1（c））．さらに，衛星搭載マ
イクロ波探査計（サウンダ）も台風の観測に活用されている．特に，極軌道衛星
NOAA，Suomi NPP他に搭載された 55  GHz帯（酸素の吸収帯）のチャンネル
は，気温の鉛直分布を観測することができるため，上空で，台風中心に近づくほど
気温が高くなる暖気核構造（中心気圧が低い熱帯低気圧ほど明瞭）を観測できる 7，8）．
　一方，能動的センサのマイクロ波散乱計は，周波数が 4～15  GHzのパルス状
のマイクロ波を海面に向けて発射し，海面で反射（後方散乱）されて衛星に戻る
マイクロ波の強さを観測することで，風速の増大に伴う海面の泡立ち（粗度の増
大）を観測できる．海面の粗度と海面付近の風速との統計的関係に基づいて推定
される風速（おおむね 50  ktまで推定可能）9）は，台風発生の判断や強風域の推定
などに活用されている．
●航空機の利用　　米国 NOAAでは，哨戒機としても利用される P-3他の航空
機に搭載されたドップラーレーダを使って，ハリケーン内部の降水や風の観測も
行なっている．これらの観測は，ハリケーンの中心位置，強度，内部構造の正確
な把握のために利用されているほか，ハリケーンの発達メカニズムなどの研究に

台風の観測
Observation of typhoons

●台風とは　　毎年発生して日本などに接近する台風は，その強風，大雨，高潮
などにより被害をもたらす一方，恵みの雨をもたらす大気現象でもあり，正確な
観測が求められる．しかし，台風のほとんどが海洋上で発生し，かつ水平スケー
ルが数百～数千 kmの大気現象であるため，気象観測所，船舶などによる現場観
測のみで，その全容をとらえることには限りがある．このことから，衛星やレー
ダによるリモートセンシング観測は，台風の監視になくてはならないものとなっ
ている 1）．
　北西太平洋および南シナ海にある熱帯低気圧のうち，最大風速が 34  kt（およ
そ 17  m s-1）以上に発達したものを台風とよぶ．発達した熱帯低気圧は，海域
により呼び名が異なり，北東太平洋または大西洋で発生するものをハリケーン，
インド洋，南太平洋で発生するものをサイクロンなどとよぶ．
●静止気象衛星の利用　　台風の位置や強度などの監視は，気象庁が RSMC
Tokyo-Typhoon Centerとして担っており，1978年以降，世代交代しながら
運用が続けられている静止気象衛星「ひまわり」2）による観測が基盤となってい
る．現在運用されているひまわり 8号の可視バンド（波長：0.4～0.8  mm，分解
能：0.5～1  km）および赤外バンド（波長：10～12  mm，分解能：2  km）の衛星
画像は前世代よりも分解能が高く，台風に伴う活発な積乱雲，ジェット気流の存
在を示す巻雲，霧などの観測に有用である．また，水蒸気バンド（波長：6.2～
7.6  mm）は，台風の発生，発達に影響を与える，対流圏中～上層（およそ
700  hPa面（高度約 3  km）よりも上）の水蒸気の多寡を観測できる．ひまわり
8号の観測は，時間分解能も前世代に比べて向上し，全球観測では 10分間隔，
日本周辺域観測および台風などを対象とした機動観測では 2.5分間隔となった 2）．
これらの高頻度衛星画像を使用して算出される大気追跡風（AMV）2）は，台風周
辺の海上風の観測などに利用されている 3）．
　気象庁をはじめとする，各海域の熱帯低気圧 RSMCでは，静止気象衛星画像
を用いたドボラック法 4）が台風の中心位置および強度（最大風速，中心気圧）の
推定に用いられている．ドボラック法では，台風の雲の形状（パターン）（図 
1（a）：眼パターンの例）が台風の発達度合に対応することを利用して台風の強
度を推定する．オリジナルのドボラック法では解析者の主観解析に基づくが，近
年では，アルゴリズムを数値計算により実現した客観ドボラック法 5）も活用され
ている．
●衛星搭載マイクロ波センサの利用　　台風の観測には，マイクロ波帯（周波
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図 1　 （a） ひまわりの赤外バンド（10.4  ɥm）およびGPM/GMI の（b） 36  GHz 帯および（c） 89  GHz 帯
のチャンネルで観測された台風事例（2020 年台風第 10号（Haishen））（NRL TC page: https://
www.nrlmry.navy.mil/TC.html（2021. 9. 28））

（a） （b） （c）
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第1章　リモートセンシングの基礎
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　地球観測衛星Landsatの打上げから50年が経過し、様々な国の宇宙機関や民間会社により地球観測衛星
が打ち上げられ運用されている現在、リモートセンシングは気象、農業、漁業、森林、災害状況把握等の分
野で不可欠の技術となっています。最近ではリモートセンシングに使用されるプラットフォームが多様化
し、小型衛星を使用したコンステレーション観測で高頻度観測が行われたり、無人航空機を使用した近接
リモートセンシングでユーザが自らデータを取得して解析可能になっています。データを取得するセンサ
も性能や空間分解能が向上して従来の解析技術では十分にセンサやデータの性能を活かしきれなくなって
います。もちろん、リモートセンシングに関する解析技術もめざましく進化しており、最近の機械学習に関
する技術発展やツールの普及もあり、10年前には予想できなかった使用方法や応用例が出てきています。
このように進化の激しい分野のため、使用されるプラットフォーム、センサ、解析技術の種類も増加の一途
を辿っています。
　このような状況の中、2021年に日本リモートセンシング学会は設立40周年を迎え、学会の将来像を見
据えて示された「日本リモートセンシング学会の価値創造」の実現策を考えました。多様なプラットフォー
ムやセンサで取得したリモートセンシングデータに関する技術を広く認知していただくための普及活動の
一つの策として、リモートセンシングに関する事典を刊行する準備を進めてきました。
　2020年末に学会内にリモートセンシング事典編集委員会が発足しました。コロナ禍が収まらない状況下
で、すべてオンライン会議とメイリングリストによって委員間の情報共有や連絡が行われ、編集作業や進
捗管理についてはすべてクラウドサービスが使用されたと聞いています。発刊までに2年程度の期間でし
たが、掲載されているすべての項目について編集委員と執筆者との間で十分な査読と修正が実施されたも
のになっています。（中略）
　最後になりますが、本事典がリモートセンシング関係者のみならず、広く一般に普及し、またいろいろな
場面で使用され、リモートセンシング技術がより深く浸透することを願っています。
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縫村　崇行　東京電機大学
沼田　洋一　アジア航測株式会社
乃田　啓吾　岐阜大学
野波　健蔵　千葉大学名誉教授
野々村敦子　香川大学
早坂　忠裕　東北大学，宇宙航空研究開発機構
林　　真智　宇宙航空研究開発機構
林田佐智子　総合地球環境学研究所，
　　　　　　奈良女子大学
春山　純一　宇宙航空研究開発機構
比嘉　紘士　横浜国立大学
樋口　篤志　千葉大学
平子　敬一　東京大学
平田　貴文　北海道大学
平譯　　享　国立極地研究所
廣瀬　史子　宇宙航空研究開発機構
福田　　徹　リモート・センシング技術センター
藤井　秀幸　宇宙航空研究開発機構
古田　竜一　リモート・センシング技術センター

古屋　正人　北海道大学
別所康太郎　気象庁
細井　文樹　東京大学
堀　　雅裕　富山大学
堀　　宗朗　海洋研究開発機構
本郷　千春　千葉大学
本間　香貴　東北大学
牧　　雅康　福島大学
松浦　直人　さくらインターネット株式会社
松尾　功二　国土交通省 国土地理院
松岡　真如　三重大学
松下　文経　筑波大学
松永　恒雄　国立環境研究所
三浦　知昭　University of Hawaii at 

Manoa，海洋研究開発機構
三浦　弘之　広島大学
水落　裕樹　産業技術総合研究所
水上　陽誠　宇宙航空研究開発機構
水谷　忠均　宇宙航空研究開発機構
道田　　豊　東京大学
宮坂　　聡　株式会社大輝（執筆受諾時：

中日本航空株式会社）
宮澤　孝平　Harris Geospatial株式会社
宮澤　泰正　海洋研究開発機構
村上　拓彦　新潟大学
村上　　浩　宇宙航空研究開発機構
村松加奈子　奈良女子大学
元村　和史　株式会社三菱総合研究所
森山　雅雄　長崎大学
安岡　善文　東京大学名誉教授
山岸　久雄　国立極地研究所名誉教授
山北　剛久　海洋研究開発機構
山口　　一　東京大学名誉教授，国立極地

研究所
山口　　靖　名古屋大学名誉教授，科学技

術振興機構
山崎　秀人　さくらインターネット株式会社
山崎　文雄　千葉大学名誉教授
山崎　　大　東京大学
山田　貴浩　福島工業高等専門学校
山野　博哉　国立環境研究所
山之口　勤　リモート・センシング技術センター
山本　晃輔　宇宙航空研究開発機構
山本　　聡　産業技術総合研究所
山本　浩万　産業技術総合研究所
山本　真之　情報通信研究機構
山本　雄平　千葉大学
楊　　　偉　千葉大学
横田　達也　国立環境研究所，東洋大学
横田　樹広　東京都市大学
横矢　直人　東京大学
吉川　　裕　京都大学
吉田　貢士　東京大学
芳村　　圭　東京大学
米　　康充　島根大学
劉　ウェン　千葉大学
六川　修一　東京大学名誉教授，防災科学

技術研究所
若林　裕之　日本大学
度會　英教　宇宙航空研究開発機構
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