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JAXAの主要な事業
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宇宙輸送

有人宇宙開発

航空

宇宙利用

宇宙科学・探査

《技術試験衛星》

ロケット

宇宙ステーション補給機
「こうのとり」 国際宇宙ステーション

月探査「かぐや」

《地球観測》

研究開発

小惑星探査機「はやぶさ2」

BepiColombo計画
水星磁気圏探査機「みお」（MMO）《地球観測》



JAXAの事業所・施設
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JAXAの 地球観測衛星
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 これまでは双方の部局単位で個別案件ごとに対応

農林水産省との基本協定(令和１年10月１日締結)
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包括協力締結
「農林水産業の持続的な発展を見据え、地球観測衛星データ等の利用を推進
するとともに、両組織間に関係する業務を協力して円滑に実施し、より一層
の連携を図る」
 今年度は下記項目を検討中（双方の合意で適時検討項目を設定）
 林野の災害対応（大規模災害発生時の被害の早期把握など）
 農地区画ごとの現地確認を必要とする業務の効率化
 世界の主要作物生産地域の作柄把握

農林水産分野における地球観測衛星データ等の
利用の推進に関する協定

（署名：農林水産省 浅川大臣官房総括審議官、JAXA 今井第一宇宙技術部門長）



JAXAの高分解能衛星
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ALOS-3 (光学) ALOS-4（レーダ）

ALOS-2 (だいち2号) ALOS-3 (先進光学衛星) ALOS-4 (先進レーダ衛星)
ミッション 暮らしの安全の確保・地球規模

の環境問題の解決等。
防災・災害対策等を含む広義
の安全保障、地理空間情報の
整備・更新、様々なユーザ
ニーズへの対応を目指す。

災害状況の把握、森林観測、海氷監
視などを行い、インフラ変位モニタ
リング等の新分野での実用化も目指
す。

打上げ 平成26(2014)年5月 (運用中) 令和2(2020)年度 令和3(2021)年度
設計寿命 5年（7年目標） ７年間 ７年間
空間分解能
(下線：更新点)

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1×3m
高分解能 3/6/10m(6mは4偏波)
広域観測 100m, 60m

パンクロマチック 0.8m
マルチスペクトル 3.2m
（Coastal/Blue/Green/Red/RedEdge/NiR）

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1×3m
高分解能 3/6/10m(全て4偏波選択可)
広域観測 25m

観測幅
(下線：更新点)

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 25 km
高分解能 50 km
広域観測 350 km, 490 km

70 km ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 35 km
高分解能 200 km
広域観測 700 km

日本域の観測 日本全国を56日毎に観測
（高分解能モード）

日本全国を35日毎に観測予定 日本全国を14日毎に観測予定
（高分解能モード）

データ費用 省庁価格 省庁価格設定予定 省庁価格設定予定

ALOS-2 (レーダ)



©JAXA

ALOS-2サンプル画像
高分解能モード 観測幅：50km



©JAXA

先進レーダ(ALOS-4)衛星サンプル画像
高分解能モード 観測幅：200km
※ALOS-2データを基に作成

観測幅がALOS-2の4倍に



先進光学衛星 (ALOS-3) の特徴：広域・即応性
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• 1周回あたり最大10分間の連続撮像により、観測幅70km／直線距離4000kmの広域観測
• ポインティング観測により、日本国内の任意の地点を24時間以内での即応的観測が可能

ストリップマップ観測のイメージ図 60度までのポインティング観測による
撮像可能エリア
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分解能: 
0.8m

分解能:
2.5m

分解能: 
5.0m

• 筑波宇宙センター付近（シミュレーション画像）
先進光学衛星相当

先進光学衛星 (ALOS-3) の特徴：分解能



先進光学衛星 (ALOS-3) の地形図更新への活用計画
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「だいち」によって、昭和57年以来25年
ぶりに「硫黄島」の地形図（1/25,000縮
尺地形図）が更新された
特に遠方にある離島では航空機による空中
写真測量が困難なため、衛星画像に対する
期待が特に大きい

© 国土地理院 © 国土地理院© JAXA

修正前：1/25,000地形図（昭和57年） 「だいち」 ALOS/PRISM 修正後：1/25,000地形図（平成19年）

硫黄島

© JAXA

硫黄島

地形図更新

国土地理院殿では、ALOS-3データを地図情報25000レベルの地域（都市計画区域外）
における電子国土基本図の整備・修正資料として利用を想定
高分解能リモートセンシング衛星シンポジウム国土地理院様資料より引用(https://www.pco-prime.com/alos-3_alos-4_sympo/)

https://www.pco-prime.com/alos-3_alos-4_sympo/


地球観測衛星データの活用例
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• ベースマップ作成 (背景画像、筆ポリゴン更新など)、耕作地の現況モニタリング、災害
発生時の緊急観測による農業被害把握、海外耕作地の作柄把握など様々な利活用に期待

農水省海外食料需給レポート(毎月)
→ 海外の作柄把握を支援(すでに活用中)

JAXA地球観測衛星

土砂崩壊、台風等の被害把握
→ 迅速な観測で農業被害を把握

農業被害
把握

海外耕作地
の作柄把握

衛星データと農地区
画情報の重ね合わせ

筆ポリゴン
更新

SAR/光学衛星による全国の定期観測
→ 定期的な観測から耕作放棄地等把握

背景画像
利用

ALOS-3による日本全国の定期観測
→ 定期的な圃場状況の把握に貢献

形状変化した農地区画情報の自動抽出
→作付状況の効率的な把握に貢献

耕作地
状況把握 SAR観測データ

の時系列変化

主要耕作地域の
農業気象情報



まとめ：衛星データの農地情報管理への貢献
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背景画の定期更新 災害による農業被害把握

圃場ごとの
利活用状況把握

変化のある筆ポリゴン
の更新

• 日本全国を隈なく定期的に観測することによりベースマップ作成に期待
• さらに、ALOS-2/3/4統合利用による災害発生時の即応的な観測による農業被害把握、

ALOS-2/3/4や他衛星と組合せた現況モニタリング（作付作物、耕作放棄地、湛水状況把
握）など様々な分野での貢献に期待

ALOS-3観測データを基盤情報に、農地所在地、面積、所有者、耕作者情報等
GIS情報を重ね、更に衛星や航空機等の画像情報も重畳して農地情報を管理

デジタル農地地図



参考資料
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• 人工衛星からマイクロ波を地表面に向かって照射し、地表面からの散乱を観測し、
画像化するため、昼夜・天候に係らず観測可能

141414

図 だいち2号の観測原理

表面散乱
体積散乱

2回散乱

駐車場の車両

ターミナルビル

図 だいち2号の画像例
（分解能:1m×3mモード）

神戸空港旅客ターミナル周辺
（2014年6月20日観測）

レーダ衛星の特徴



環境省：地盤沈下観測等における衛星利用マニュアル
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環境省では、地盤沈下監視費用の削減や面的な管理が容易となることを目的として、陸域観
測技術衛星「だいち」（ALOS）および「だいち2号」（ALOS-2）による観測データを用い
た地盤沈下観測手法の検討を行ってきた結果、新たな観測技術の一つとして、利用できる見
込みが得られた。このため、環境省では地盤沈下対策に取り組む地方公共団体の監視体制の
維持・向上に役立てることを目的に、地球観測衛星による観測データを活用した地盤高観測
に関する技術情報やこの観測技術を導入するまでの手順などを『地盤沈下観測等における衛
星活用マニュアル』として取りまとめた。

151515
ALOSによる南行軌道のスタッキング解析の精度検証結果

平成29年5月25日発表
http://www.env.go.jp/press/104084.html

（報道発表資料より）
https://www.env.go.jp/press/104084.html



国土交通省水局海岸室における国内海岸線モニタリング
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出典：国土交通省
砂浜保全に関する中間とりまとめ 参考資料
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tsunamiKondankai/dai08kai/pdf/doc_3-3.pdf
一部文字を大きく改変

Before After

国土地理院
2.5万分の1地
形図から海岸
線状況把握

国土交通省独
自の2年に1度
の海岸線状況
把握

侵食対策を行っていない
長大な砂浜海岸につい
て、できる限りコストをか
けずに「兆候」把握のた
めのモニタリングを実施



森林クラウド（林野庁）

17

 違法伐採など国内森林管理業務の効率化・精緻化を目的として、地方自治体、
森林総研と伐採地域などの検出可能性について検討中
 ALOS-2、GCOM-C、将来的なALOS-3/4の活用を想定



国土交通省：ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術を用いた山村部の地籍調査ﾏﾆｭｱﾙ

国土交通省土地・建設産業局地籍整備課は、山村エリア(乙3)の地籍図整備のた
め、ALOS-3利用を視野に入れて地上画素寸法 0.8メートル以内とマニュアルに
定めた。
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出典：http://www.chiseki.go.jp/info/pdf/リモセン法による山村地籍調査マニュアル.pdf



レーダ衛星による東南アジア各国での水稲監視
 東南アジアでは年に2-3回水稲の作付けが行われ、作付け状況の把握にはコスト・精度に課題
 雲量の多い東南アジアでは光学センサの利用が限られるためにレーダによる観測が有効
 ALOS-2データと機械学習（ランダムフォレスト）用いて水稲作付け状況を把握

19

ALOS-2

時系列のレーダ画像（ALOS-2） メコン川下流域国
2018年雨季の水稲作付把握結果学習データ

（水稲作付け場所）

農業統計の精度向上/収集コスト低減、営農管理の効率化などへの貢献を目的として、
カンボジア農水省、インドネシア農業省、アジア開発銀行などと協力



環境監視衛星の東南アジアでの水稲作況判断への活用
 GCOM-C/WやDPR/GPMなどから作成された広域の農業気象情報（降水量、土壌水分量、温度など）
を活用し、AFSIS、東南アジア各国と協力して水稲作況情報(Rice Growing Report)を毎月出版
 FAOなどが運用するAMIS（農業市場情報システム）に、GEGOLAM(全球農業監視イニシアチブ、

2011年のG20農業大臣会合で立上げ)を通じて水稲作況情報を提供中

20

Monsoon flooding due 
to heavy rain affects in 
most areas especially in 
the lower Myanmar and 
exceeding danger levels 
on rivers. (一部抜粋)

ミャンマー
(2019年9月)

農業気象情報提供システム（JAXA） 水稲作況レポート（AFSISから毎月発行）

SDGsアクションプラ
ン2019に活動が記載

AMIS/Market Monitor
(毎月)での活用

(http://www.aptfsis.org/publication/rgo)(https://suzaku.eorc.jaxa.jp/JASMIN/index.html)



農業開発分野での活用

 農業開発事業では、事業により作付回数の増加、作付面積の増加、作物の変更が発生
 途上国においては事業前後で一貫した計測方法で収集したデータが一般的に存在しない
 JICAとの包括協定の下、本分野での地球観測衛星データ活用を検討中

21

プロジェクト前後での作付回数の増加、作付面積の増加、作物の変更などの
高精度かつ効率的把握に期待

耕作回数の変化した地域を特定
(2002-2004年から2014-2016年で増加)

インド/ラジャスタン州

時系列植生指標から自動で耕作回数を指定
(GCOM-C利用を想定して打上げ前に米国衛星で検討)

※正規化植生指数(NVDI):値が大きほど植
生が繁茂していることを示す

N
D

VI

time
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・中低層住宅：二階建住宅，アパート
・道路：片側2車線，1車線
・車両：走行中，駐車場 22

先進光学衛星(ALOS-3)のシミュレーション画像
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