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The role of universities in developing information content
from satellite images
Christopher D. Elvidge, Earth Observation Group (EOG), Payne Institute for Public Policy
Colorado School of Mines, Golden, Colorado USA celvidge@mines.edu
Civil government agencies build, launch and operate a variety of earth observation satellite
sensors to provide data for specific agency mandates. For example, NOAA operates polar
orbiting and geostationary sensors to collect data for weather prediction, climate monitoring
and disaster warning. There is a role for university researchers to study the data to develop
additional environmental products not covered by government agency’s operational product
series. The university data products are made possible by the large investment government
agencies make in designing, building, launching, and operating complex earth observation
satellite sensors. This includes the ground processing that generates the science data records
suitable for use by scientists. The government agency benefits from the added information
content derived from their sensors. The university researchers benefit from the recognition
received for the valuable data products they invent, produce and publish on. Examples will be
shown of EOG’s nighttime data products generated from NOAA’s Visible Infrared Imaging
Radiometer Suite. This includes nightly maps of power outages in Ukraine based on the loss
in surface lighting, nightly email alerts for fishing boat detections, and long-term tracking of
gas flaring activity.
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近代絵画の来歴および技法をめぐる美術史と科学の複合調査
―フィンセント・ファン・ゴッホ作品を例として―

⽥⼝かおり 教養学部芸術学科/TRIC/マイクロ・ナノ研究開発センター
絵画の保存修復を専⾨とする発表者は、国内に収蔵されるファン・ゴッホ作品の制作技法
や来歴を明らかにすることを⽬的に、美術史の⼿法、保存修復学的調査の⼿法、科学分析の
⼿法を応⽤しつつ調査を⾏ってきた。これまでの調査の過程で、ポーラ美術館所蔵の《草む
ら》について（１）描かれた当時はもっと⼤きな⼨法の作品であったが周辺を切り取られて
いること（２）絵具層の圧着痕から、明らかに重ねられて保存・送付された形跡があること
（３）クロムイエロー、カドミウミイエロー、プルシアン・ブルーなどに加え、将来的に退
⾊の可能性があるレーキ系顔料が使⽤されていること などを明らかにすることができた。
これ迄の成果を踏まえた上で、今年度は《草地、背景に新しい教会とヤコブ教会》(1882)
の調査を進めている。通称《草地》は画家の死後、複数のコレクターの⼿に渡り⾏⽅がわか
らなくなっていた「幻の絵画」であるが、2020 年 9 ⽉に丸沼芸術の森に収蔵(埼⽟県⽴近代
美術館に寄託)された。画家が⽔彩絵具を⽤いた新たな表現を模索していた時期に描かれた
本作品には、⽔辺と緑豊かな植⽣、なだらかな牧草地、ぽつりと佇む⽜や⼈物、細⻑く奥⾏
きのある家々、煙を上げる⼯場、教会の尖塔などが丁寧な筆致で描き込まれている。
発表では、紫外線、⾚外線、蛍光エックス線分析(XGT-5200/堀場テクノサービス)、ハイ
パースペクトルカメラ(HSC-2/SENOP)およびハイパースペクトルイメージングシステム
（SC-XY-1500/ Clyde HSI）を採⽤し制作技法の解明を試みている現在の進捗を報告する。
⾁眼では捉えることが難しい構図補助線（パースペクティブ・フレームの使⽤痕跡）の存在
が確認できたことは⼤きな達成である。絵具の特定も進んでおり、⼀例として、中央の⼤き
な⽜の⽩⾊部分からは鉛(Pb)が、輪郭線や前⾜などのハイライト部分からは亜鉛(Zn)が、
暗⾊部分からは鉄(Fe)が検出されている。情報を画家の絵具の使⽤状況と照らし合わせて
考えれば、おそらく⽜の⽩⾊には鉛を主成分とするシルばーホワイトを、空の雲の表現には
亜鉛を主成分とするジンクホワイトを、⼈物、建物の描写には鉄を含有する⼟性絵具を使⽤
したであろうことなどが推測できる。
⽂献：
・⽥⼝かおり「
《草むら》の「裏」―光学調査を⼿掛かりに読み解くゴッホの絵画技法と
作品の歴史」
『印象派、記憶への旅』
（共著: 岩崎余帆⼦、⽥⼝かおり、古⾕可由他）⻘幻
社、pp.160-173、2019年.
・中野ひとみ，阪⼝真以，安保拓真，駒⾕慎太郎，⼤澤澄⼈，岩崎余帆⼦，近藤萌絵，⽥⼝
かおり，森直義，辻幸⼀「⻑作動距離モノキャピラリーX 線集光素⼦を⽤いた絵画⽤ X 線分
析顕微鏡の開発」『Ｘ線分析の進歩』 50 号、⽇本分析化学会・Ｘ線分析研究懇談会、
pp.45-pp.50、2019 年.
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コンピュータ筆跡鑑定に関する研究
○福江潔也・岩下晋治・曽根光男・松岡龍治（TRIC）
筆跡鑑定は現在のところ人（鑑定人とよばれる）によってなされていますが，裁判員制度も開始さ
れ，より定量的・客観的鑑定が強く望まれています．そこで，文字が持つパターン情報に基づいて
コンピュータによってそれをなんとか実現することができないか探求しています．筆跡鑑定ではある
２つの筆跡が同一人によって筆記されたものか否かを判定する筆者異同識別が主として行われて
いることから，コンピュータによる筆者異同識別システムの開発から研究を開始しています．当初は
漢字を対象に開発を行っていましたが，本年度までに下図に示すように漢字に加え，ひらがな・カ
タカナ・数字・アラビア文字・タイ文字，さらに記号にまで対象文字種を広げて本システムの有効性
を検証しています．現在のところいずれの文字種であっても，1 文字で 98%前後，4 文字で 99.9%
以上の筆者異同識別精度が得られることを確認済みです．

漢字

カタカナ

ひらがな

数字

アラビア文字

記号（別人の筆跡）

タイ文字
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衛星大気観測と再生可能エネルギー 〜JST/CREST 研究活動報告を兼ねて〜
○中島孝・山本義郎 (TRIC)、TEEDDA 研究チーム
2021 年は気候変動がクローズアップさ
れた年であった．まず，8 月 9 日に，国連
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の
第１作業部会が第６次評価報告書を発表
した．本報告書に書かれていたメッセー
ジ，『人間の影響が大気，海洋及び陸域を
温暖化させてきたことには疑う余地がな
い』はかなりの衝撃をもって世の中に受け
止められた．続いて，10 月 31 日の週に英
グラスゴーにおいて気候変動枠組み条約
第 26 回締結国会議（COP26）が開催され
た．COP26 には世界各国の首脳級が集ま
り，気候変動の対応策や適応策について
様々な意見表明や議論が行われた．さら
に，12 月 6 日には真鍋淑郎博士（米プリ 図： A-Train の Aqua 衛星搭載 MODIS と CloudSat
衛星搭載 CPR の複合解析から得られた，雲の内部構
ンストン大学）にノーベル物理学賞のメダ
造（Nakajima et al. 2010）
ルと賞状が授与された．真鍋博士はコンピ
ュータの能力が現在よりはるかに小さかった 1960 年代に二酸化炭素濃度を倍増させた地
球の姿をシミュレーションして温暖化を定量評価した研究者である．気候変動問題への対
応策のひとつにエネルギー構造の改革がある．近年では，温室効果気体を発生させる化石燃
料からの脱却と再生可能エネルギーの増進が必要であるという認識が共有されつつある．
本発表は２つのパートに分けられる．ひとつは，気候変動に強く関係する地球のエネルギ
ー収支を左右する雲の研究，もうひとつは，雲の影響を考慮した再生可能エネルギー（地上
到達日射量）の研究である．中島の研究グループは，いくつかの地球観測衛星の観測データ
を組み合わせて統計処理をおこなうことにより，雲ライフサイクルの可視化に世界で初め
て成功した 1)．そして，雲の研究は再生可能エネルギーの研究へと進展していく 2)．静止気
象衛星ひまわりを用いて地上に到達する日射量を計算する研究計画が 2012 年度に科学技
術振興機構の CREST に採択され，2020 年度までの 8 年間継続実施した．研究グループ全
体で審査付き論文 115 篇，総説/書籍 28 篇，招待講演 102 篇，学会発表 497 篇，受賞 12
件，報道発表 142 件の成果をあげた 3)．さらに，得られた成果を活用して，豪州縦断ソーラ
ーカーレース（WSC）に出場する東海大学チームを 2015 年（結果は第 3 位）, 2017 年（第
4 位）, 2019 年（第 2 位）に支援した．
関連文献
1. Nakajima, T. Y., K. Suzuki, and G. L. Stephens, 2010: Droplet growth in warm water
clouds observed by the A-Train. Part II: A Multi-sensor view. J. Atmos. Sci., 67, 18971907.
2. Takenaka, H., T. Y. Nakajima, A. Higurashi, A. Higuchi, T. Takamura, and R. Pinker,
2011: Estimation of Solar Radiation by Neural Network based on Radiative Transfer., J.
Geophys. Res., 116, D08215, doi:10.1029/2009JD013337.
3. 中島孝, 中島映至, 入江仁士, 下田吉之, 岩船由美子, 日高一義, 山本義郎, 竹中栄晶,
渡邊武志, P. Khatri, 打田純也, 井上豊志郎, 日暮明子, 錦織聡一, 辻本将晴 and 荒牧
敬次, 2016: エネルギーマネジメントシステムに貢献する地球科学と需要科学. 計測と
制御, 55, 585-591.
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海色リモートセンシングによるクロロフィル a 濃度の検証
○虎谷充浩(TRIC)
地球の環境変動を長期にわたって、グローバ
ルに観測することを目的とした GCOM(Global
Change Observation Mission)の一環として、
GCOM-C/SGLI(Second Global Imager)「しき
さい」が 2017 年 12 月 23 日に種子島宇宙セン
ターより打ち上げられた。SGLI は、海色センサ
ーとして海水のわずかな色の変化を捉えること
により、水中のクロロフィル a 濃度（植物プランク
トンの指標）などを推定することができる。また空
間解像度 250m であり、グローバルな海色セン
サーとしては従来の１km より高解像度であり、沿
岸域の環境モニタリングへの活用が期待されて
いる。
本講演では、東京湾や大阪湾といった富栄養化している海域でのクロロフィル a 濃度の検証結果を
示す。検討にあたって、現場観測データとして東京湾と大阪湾における多項目水質計で測定されたクロ
ロフィル a 濃度との比較を行うとともに、衛星推定クロロフィル a 濃度について推定誤差の要因の検討を
行った結果を示す。
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不可視な基準点を用いた視線計測技術
○竹村憲太郎(TRIC)
従来の視線計測技術では、瞳孔中心に
加えて近赤外光源の角膜上の反射点を検
出することで、視線方向及びディスプレイ上
の注視点が推定されてきた。しかしながら、
近赤外光源を基準点として用いた場合、３
次元位置情報が必要になるため、ディスプ
レイに LED を組み込んだ特殊な装置が必
要であった。この問題の解決に、竹村
(TRIC)の研究グループでは、不可視な基
準点を用いた視線計測技術に取り組んで
高速ディスプレイを用いた視線計測
いる。本講演では、偏光や高速ビジョンによ
って実現した不可視な基準点を用いた視線計測手法を紹介する。
関連文献）
Masato Sasaki, Takashi Nagamatsu, and Kentaro Takemura (2019), “Screen corner detection using
polarization camera for cross-ratio based gaze estimation,” in Proc. of the 11th ACM Symposium on
Eye Tracking Research & Applications, Article 24, pp.1-9, doi.org/10.1145/3314111.3319814
Kouki Koshikawa, Masato Sasaki, Takamasa Utsu, and Kentaro Takemura (2020), “Polarized Near-Infrared
Light Emission for Eye Gaze Estimation,” in Proc. of the 12th ACM Symposium on Eye Tracking
Research & Applications, Short Papers, Article 2, pp.1-4, doi.org/10.1145/3379156.3391342
Kento Seida and Kentaro Takemura (2021), “Eye Gaze Estimation using Imperceptible Marker Presented
on High-Speed Display,” in Proc. of the 13th ACM Symposium on Eye Tracking Research &
Applications, Short Papers, Article 7, pp.1-5, doi.org/10.1145/3448018.3458000
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ランダムラインスキャン撮像方式における適切なスキャン法の検討
○高橋智博（TRIC）
Image inpainting と呼ばれる画像処理技術は，画像中の欠損を周囲の画素から推定し復元
するものである．近年では全体のわずか 15％のピクセルを残して他 85％を欠損させた画像
から画像復元を行うアルゴリズムが提案されている．以上のような技術を応用し，本研究で
はレーザー屈折結晶を用いたレーザー撮像方式を提案し，その実現に向けた要素技術を開
発している．
本報告会では，本研究が解決すべき 3 つの課題のうち，適切なスキャン方法についての
研究成果を報告する．大きく 2 つのシチュエーションを想定しており，1 つ目は補助カメラ
から低解像度な補助画像が得られる場合(1,2)，2 つ目は補助カメラを使用しない場合(3)であ
る．それぞれの状況において適切なアルゴリズムを提案し，inpainting を用いた際の修復精
度が PSNR を評価量とした際に向上することを確認した．

関連文献
1.

今野翔太，高橋智博，雨車和憲，小西克巳，古川利博，“次世代型レーザー撮像器の実
現に向けた縮小誤差を用いたスキャン方法の提案”，電気学会システム研究会，2020 年
1 月．

2.

今野翔太，高橋智博，雨車和憲，古川利博，“次世代型レーザー撮像器の実現に向けた
画像の高周波成分に着目したスキャン方法の提案”，電子情報通信学会論文誌，
Vol.J105-D,No.03,pp.-,Mar. 2022.（採録決定済み，ページ番号未定）

3.

三枝将太郎，高橋智博，“レーザー撮像器のためのランダムラインスキャン方法”，電気
学会システム研究会，2021 年 4 月 23 日．
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グローカル・モニタリング・プロジェクト -安全・安心な社会の実現を目指して○内田 理（TRIC）・長 幸平（TRIC）
東海大学は 2016 年４月の熊本地震で阿蘇校舎や熊本校舎が甚大な被害を被り、全学的に災
害対応や安全安心に対する意識が高まった。そうした中、我々は総合研究機構のプロジェクトとし
て、「災害・環境変動監視を目的としたグローカル・モニタリング・システムの構築による安全・安心
な社会への貢献」（略称グローカル・モニタリング・プロジェクト）を立ち上げ、文部科学省が推進す
る平成 28 年度「私立大学研究ブランディング事業」に応募・採択を受けた。今回は、本プロジェクト
の概要を説明したのち、研究成果の一つである「衛星画像とソーシャルメディアを利用したグロー
カル災害モニタリングシステム」を紹介する。

グローカル災害モニタリングシステムの表示例
主要研究成果（2019～2021 年度）
学会誌・論文誌：
[1] O. Uchida et. al, “Development and Implementation of an ICT-based Disaster Prevention and
Mitigation Education Program for the Young Generation”, Information Systems Frontiers, Vol. 23,
pp. 1115-1125, 2021. DOI: 10.1007/s10796-020-10082-9
[2] 内田 理, 宇津 圭祐, “災害時のソーシャルメディア利活用”, 電子情報通信学会 基礎・境界ソ
サイエティ Fundamentals Review, Vol.13, No.4, pp.301-311, 2020. DOI: 10.1587/essfr.13.4_301
国際会議：
[3] O. Uchida, R. Yamaguchi, K. Cho, “Glocal Disaster Monitoring System Using Tweet Data and
Satellite Images”, 7th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing,
Sept. 2021.
[4] K. Cho, O. Uchida, K. Utsu, “Glocal Monitoring for Disaster Information Sharing”, 42nd Asian
Conference on Remote Sensing, Nov. 2021
[5] S. Yamada, K. Utsu, O. Uchida, “Visualization of Tweets and Related Images Posted During
Disasters”, 5th IFIP Conference on Information Technology in Disaster Risk Reduction, Dec. 2020.
DOI: 10.1007/978-3-030-81469-4_3
[6] K. Cho, O. Uchida, K. Utsu, “International Approach of Glocal Monitoring”, 41st Asian
Conference on Remote Sensing, Oct. 2020
[7] M. Kosugi, O. Uchida, “Chatbot Application for Sharing Disaster-information”, 6th International
Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management, Dec.
2019. DOI: 10.1109/ICT-DM47966.2019.9032901
[8] S. Yamada, K. Utsu, K. Cho, O. Uchida, “Analysis and Visualization of Attention Area of Tweets
During Disasters”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies
for Disaster Management, Dec. 2019. DOI: 10.1109/ICT-DM47966.2019.9033007

10

2019 年台風第 19 号時に投稿された救助要請・被害報告に関するツイートの分析
○宇津圭祐(TRIC)
2019 年 台 風 第 19 号 （ 令 和 元 年 東 日 本 台 風 ，
Hagibis）は，関東，甲信，東北地方の広範囲に，記録
的な大雨による甚大な被害をもたらした．当時，ソーシ
ャルメディアのひとつである Twitter 上に，「#救助」，「#
救助要請」といった救助要請を意図するハッシュタグ
が付与された記事（ツイート）が投稿された．一方，長
野県防災アカウントは，救助要請・被害報告に関する
情報を「#台風 19 号長野県被害」のハッシュタグを付与
図 1 長野県防災アカウントによる
呼びかけのツイート
して投稿するよう呼びかけた（図 1）．その結果，多数の
（twitter.com/BosaiNaganoPref/status/1183158751001337856）
ツイートが投稿された．また，救助要請に関するツイー
トの投稿者に対し直接やり取りを行い，救助に結びつける取り組みを行っていた．ソーシャルメディ
アに投稿された情報を活用することにより災害対応を迅速に行うため，救助要請・被害報告に関す
るツイートの分析，議論が必要である．本報告では，これら 2019 年台風第 19 号時に投稿された救
助要請・被害報告に関するハッシュタグが付与されたツイートの分析結果について述べる．
(1) 「#救助」，「#救助要請」が付与されたツイートについて
当該災害の期間に投稿された「#救助」，「#救助要請」を含むツイートについて収集した．そのう
ち，オリジナルツイート（リツイートではないツイート）である 737 ツイートを対象に，その内容を分析
した．その結果，場所等の詳細な情報を含む救助要請に関するものは 105 ツイート（14.2%）あった．
一方，救助要請には直接関係していないツイートも含まれていた．当該ハッシュタグを含むツイート
を円滑に災害対応に活かすため，救助要請に関するツイートのみを効率的に抽出する手段が必
要である．
(2) 「#台風 19 号長野県被害」が付与されたツイートについて
当該災害の期間に投稿された「#台風 19 号長野県被害」を含むツイートについて収集した．この
うち，オリジナルツイートである 1,921 ツイートを対象に，その内容を分析した．その結果，被害報告
に関するものは 355 ツイート（20.2%）あった．また，場所等の詳細な情報を含む救助要請に関する
ものは 74 ツイート（4.2%）あった．これにより，自治体がハッシュタグを制定し投稿を呼びかけること
によって，多くの情報が提供・共有されたことが明らかになった．
今後も災害情報の投稿の呼びかけ・収集を目的としたハッシュタグが付与されたツイートの分析
について継続する．また，災害情報に関するツイートを容易に投稿・共有するための DITS/DIMS
（Disaster Information Tweeting System/Disaster Information Mapping System）は，被害報告・救助
要請等を含む災害情報の整理・活用に寄与するものであり，今後さらなる展開を進める．
関連文献）
Utsu, K. and Uchida, O. (2020), “Analysis of Rescue Request and Damage Report Tweets Posted during
2019 Typhoon Hagibis.” IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and
Computer Sciences, Vol. E103-A, No.11, 1319-1323, DOI:10.1587/transfun.2020EAL2040
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自然動画提示に対する誘発脳波活動と深層ニューラルネット応答の対応付け
○倉重宏樹(TRIC)
深層ニューラルネットワークはその起源を生物の
脳の神経回路に持つが、それ以上の対応があること
が示されてきている。たとえば、ある刺激を提示した
際に生じる脳活動が、同じ刺激に対する深層ニュー
ラルネットの応答から簡単な線形変換によって予測
できることが示されている。これはすなわち深層ニュ
ーラルネットワークを計算機上に実装された定量的
脳モデルとみなせる可能性を示唆している。
実際の脳を解析することは技術面においても倫
理面においても制限があるが、深層ニューラルネット
ワークはいくらでもどのようにでも解析することが可
能である。したがって、深層ニューラルネットワークを
脳モデルとみなせるならば、この解析を通じて本物
の脳の理解を深めることもできる。実際、線形変換
によって脳と対応づけた深層ニューラルネットワーク
を脳モデルとして利用することで、脳活動からの感
覚入力・心的イメージの再構成法や脳活動への介
入法といった新規技術の開発も進められている。
しかし従来研究においては、脳と深層ニューラル
ネットワークの対応はおもに静止画像を感覚刺激と
し、時間解像度の低い fMRI を用いた計測によって
検討されてきた。自然の状況における感覚入力はダ
イナミックに動き、また視覚・聴覚などの複数のモダ
自然動画刺激を用いた脳波計測実験
リティが連関しており、さらに脳情報処理はミリ秒スケ
ールの活動にも現れることを考えれば、このような従
来の検討では不十分である。
そこで本研究では、視覚と聴覚の両モダリティを持つ自然動画を刺激として提示し、ミリ秒スケー
ルの時間解像度を持つ EEG によってそれを視聴している際の人の脳活動を計測した。自然動画
としては 10 秒程度の様々なシーンのクリップと 20 分程度の外国語のドキュメンタリーを用いた。
今回の報告では、主に被験者間の EEG 応答の比較および被験者の EEG 応答と同じ動画に対
する深層ニューラルネットワークの応答の比較を行った結果を紹介する。さらにそれを踏まえ、脳で
行われている速い時間スケールの自然刺激処理のモデルとして深層ニューラルネットワークを用
いうる際の課題や応用について議論する。
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近年における捜査機関への防犯・監視ビデオ鮮明化処理技術移転
◯佐藤 康党 (TRIC)・◯岩谷 先哲（警視庁）
捜査機関では、急激に設置が進んでいる防犯・監視ビデオ、ドライブレコーダーを対象に、客観
的犯罪捜査資料の収集を徹底しており、防犯・監視ビデオを活用した迅速な捜査・逮捕に繋げて
いる。特に近年では、リレー方式といった多数の防犯・監視ビデオを使って追尾する手法が活用さ
れており、より重要視されている。さらに 2012 年度から開始された裁判員制裁判導入に伴い判り
易い画像・映像の利用が望まれており、捜査・公判に有効な画像処理技術の向上が必要とされて
いる。
しかし、画像処理における人材育成の遅れが問題となっており、急務が掲げられている。そこ
で、情報技術センターでは、これまでに構築してきた防犯・監視ビデオ鮮明化処理技術を基盤に、
画像・映像データの迅速な取得技術を含む画像解析処理支援システムの開発を含め、大学の社
会貢献の一環として捜査機関への画像鮮明化処理技術移転を行っている。
本年度は、犯行現場を撮影していたと仮定したスマートフォン映像の解析例、刑法犯発生状況
の半数以上を占める窃盗犯の犯行現場と周辺の映像を解析した例を紹介する。

東京都過去 10 年の刑法犯発生状況

スマートフォン映像
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サウジアラビア・ハウラー遺跡後背地のグラフィティ調査
○徳永里砂(金沢大)、惠多谷雅弘(TRIC)、佐藤康党(TRIC)、
長谷川奏(早稲田大)、藤井純夫(金沢大)
ハウラー遺跡はサウジアラビア・タブーク州ウムルジュ
の北約 10 km に位置する中世の港町である。ハウラ
ーはエジプト方面からの巡礼路上の重要な拠点であ
ると同時に、紅海の国際貿易港の一つとして主に 9〜
12 世紀頃に繁栄した。2018 年より本遺跡の調査を行
うサウジアラビア（文化遺産局）・日本合同調査隊（隊
長：長谷川奏、アブドゥルアジーズ・アルオライニー）
は、ハウラー遺跡の調査に加え、その内陸ネットワー
クを明らかにすべく、後背地の山谷に残された碑文
(グラフィティ)やペトログリフの調査も行っている。本発
表では、衛星画像を用いた地形・岩質分析に基づく
碑文及びペトログリフ・サイトの探索を初めて試みた
2020 年 2・3 月の調査成果を中心に取り上げる。本期 衛星画像解析により導き出された地点で
調査では、ウムルジュの西南西およそ 65 km の溶岩 発見された碑文とペトログリフ（タブーク州
ハラード）
原の周辺地域および同町から南南東方向におよそ
50 km に亘って連なる山地を中心に計 27 地点(再調査地点 3 箇所を含む)の踏査を行い、古代北
アラビア文字碑文 43 点、初期イスラーム時代のアラビア文字碑文 46 点と多数のペトログリフを新
たに登録した(図参照)。これらのうち、計 62 点の碑文(古代北アラビア文字碑文 21 点、アラビア
文字碑文 41 点)及び大半のペトログリフが衛星画像解析による有望地点 9 箇所で発見された。
資料の集中は、特に水場およびその痕跡を有するところで顕著であった。古代碑文は縦書きのも
のが中心で 3 世紀頃までに刻まれたものと推測される。アラビア文字碑文の多くは 8〜9 世紀頃の
アッラーへの祈願文であった。ペトログリフにはラクダ、ウシ、アイベックス、イヌ、ロバ、ダチョウなど
の動物、人物の描写が含まれ、中には先史に遡ると思われるものも見られた。来年度は、ハウラー
の内陸都市との関連を意識しながら、未調査の有望地点について調査を再開する予定である。
関連文献
Hasegawa, S. and R. Tokunaga (2018). “Preliminary Report of the First Season of the Saudi-Japanese
Archaeological Mission at al-Hawra’, Umluj and its Hinterland: March 2018,” Archaeological
Research at al-Hawra’: Medieval Port Site on the Red Sea Coast of Saudi Arabia 1, Tokyo: SaudiJapanese Archaeological Mission at al-Hawra’ Research Office.
Hasegawa, S., R. Tokunaga, S. Nishimoto and A. Alorini (2020). “A new perspective on the site plan of alHawrāʾ, a medieval port on Saudi Arabia’s Red Sea coast” The IASA Bulletin 25: pp. 17-19.
Hasegawa, S., R. Tokunaga, A. Alorini and S. Fujii (2021). “Survey of al-Ḥawrāʾ 2020: Uncovering the
structure of a medieval port city on the Red Sea coast” The IASA Bulletin 26: 26-28.
惠多⾕雅弘・中野良志・⻑⾕川奏・徳永⾥砂・アブドゥルアジーズ アルオライニー 2019「WorldView-2
データで発⾒したサウジアラビア紅海沿岸の中世の港域“SJ06”について」『⽇本リモートセンシン
グ学会誌』第 30 巻第 5 号、405-413 ⾴。
⻑⾕川奏、徳永⾥砂、⻄本真⼀、惠多⾕雅弘、藤井純夫 (2021).「サウジアラビア紅海沿岸ハウラー遺跡
の考古学調査（2020）」『第 28 回⻄アジア発掘調査報告会報告集』、⽇本⻄アジア考古学会、
101-104 ⾴。
⻑⾕川奏、徳永⾥砂、⻄本真⼀、惠多⾕雅弘、藤井純夫 (2022).「中世の港町の構造を探る─サウジアラ
ビア紅海沿岸ハウラー遺跡の考古学調査(2021)」⽇本⻄アジア考古学会（印刷中）。
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ひまわり 8 号衛星テータを用いた雲頂特性パラメータと幾何学的厚さの推定
Estimation of cloud top parameters and geometric thickness using the
Himawari8 satellite data
○Husi Letu(CAS/RADI), Xu Ri(CAS/RADI), Xiaoqi Jiang(CAS/RADI),
Takashi Y. Nakajima (TRIC)
Abstract：Estimating cloud top height (CBH) and cloud base height (CBH) from satellite-based
passive imaging radiometers is challenging because the conventional visible and infrared radiance
measured by satellite cannot be employed to profile clouds from top to base. Cloud geometric
thickness (CGT) is an important physical parameter of cloud, which is calculated by CTP and CBH.
The CGT is very important to study the changes of cloud water contents and atmospheric thermal
radiation. The Advanced Himawari Imager (AHI) aboard Himawari-8 geostationary satellite is the
first of Japanese new-generation visible-infrared imaging spectroradiometer with an improved
temporal and spatial resolution.
This study proposes a machine learning method based on cloud classification to estimate CTH
and CBH from himawari-8 data. We trained several random forest models for every type of cloud
using Himawari-8 L2 products and CTH, CBH from CloudSat/CALIPSO products, and then CTH
and CGH estimation can be independently yielded utilizing the trained Random Forest (RF) models
as long as there are appropriate Himawari-8 input data. The machine learning method of CTH and
CGH estimations can be applied to new-generation geostationary meteorological satellites such as
FY-4 and GOES-R.
Reference：
Shang, H., Chen, L., Letu, H., Zhao, M., Li, S., & Bao, S. (2017). Development of a daytime
cloud and haze detection algorithm for Himawari‐8 satellite measurements over central and
eastern China. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 122(6), 3528-3543.
Letu, H., Nagao, T. M., Nakajima, T. Y., Riedi, J., Ishimoto, H., Baran, A. J., ... & Kikuchi, M.
(2018). Ice cloud properties from Himawari-8/AHI next-generation geostationary satellite:
Capability of the AHI to monitor the DC cloud generation process. IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing, 57(6), 3229-3239.

Nakajima, T. Y., Ishida, H., Nagao, T. M., Hori, M., Letu, H., Higuchi, R., ... & Yamazaki, A.
(2019). Theoretical basis of the algorithms and early phase results of the GCOM-C (Shikisai)
SGLI cloud products. Progress in Earth and Planetary Science, 6(1), 1-25.
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高校教育の再編と地図帳のデジタル化 ～衛星画像への期待～
○大矢 雅史・小熊 早千香(帝国書院) ・佐藤 康党・中野 良志・惠多谷 雅弘(TRIC)
学校教育の世界では、近年はコロナ禍への対応ともからまっての教育 ICT 化「GIGA スクール構
想」が大きなトピックとなっている。ICT 化それ自体は手段論に過ぎないが、その際に、教育が目指
す方向がどう変わりつつあるのかという目的論も併せて参照すると、地図帳のデジタル化や衛星画
像の活用の重要性が見えてくる。
現在、高等学校の教育課程では大きな変革が進められている。例えば、1948 年以来初となる普
通科の再編が行われる。普通科は 3 種に分けられ、大学等と協働して社会的な実用性を意識した
STEAM 教育を押し進める〈学際融合学科〉や、自治体や地元企業と連携して地方創生の担い手
を育成する〈地域探究学科〉が、新たに創出される。
上記の STEAM 教育・地方創生の担い手づくりのいずれも、情報活用能力、つまりはビッグデー
タ利活用能力の育成を重視している点で共通する。人口減社会のなかで、ビッグデータ利活用に
よる EBPM（証拠に基づく政策立案）に立脚した効果的・効率的な資源投入が、将来の社会運営
において欠かせないからであろう。
さて、そうしたなかで、ビッグデータを一般市民に可視化する窓口として、GIS（地理情報システ
ム）、つまりはデジタル地図への期待が高まっている。数値表やグラフに比べて、地図という表現形
式へのアクセシビリティ面に期待が持たれているのであろう。そうした期待に応えていくため、地図
帳のあり方にはそれこそＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が必要な局面になっていると認識
している。
ここにおいて、衛星画像は、面をカバーする稠密な地理情報として、重要である。衛星画像をＧＩ
Ｓデータベース化するあり方について共同研究を進めているが、その際に、単純なデータ化だけで
は詳細過ぎて教材にしづらいため、処理の仕方の工夫を模索しており、具体的な試作が種々つく
られている。

▲衛星画像から作成した、市街地(黄色部分)とゴルフ場(緑色部分)の変遷
（左：1984 年 11 月、右：2021 年 11 月）
関連文献）
文部科学省 新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ “新時代に対応した高等学校教育の
在り方（論点整理）”(2020)
経済産業省 “「未来の教室」と EdTech 研究会 第一次提言” (2018)
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 内閣府地方創生推進室 “そうだったのか！RESAS で分かる
私たちの地域” (2016)
文部科学省 “各教科等の指導における ICT の活用について” (2020)
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地球環境変動観測ミッション（GCOM）と
⾼性能マイクロ波放射計（AMSR）シリーズによる⽔循環・気候変動観測の現状
○可知美佐⼦ (JAXA)・笠原希仁（JAXA）・江淵直⼈（JAXA/北海道⼤学）
JAXA の地球環境変動観測ミッション（GCOM）は、高性能マイクロ波放射計 2（AMSR2）を搭載
する GCOM-W「しずく」衛星と、多波長光学放射計（SGLI）を搭載する GCOM-C「しきさい」衛星の
2 機で構成される衛星プログラムで、水循環・炭素循環・放射収支などを構成する主要な気候必須
変数（ECVs）を相補的に観測する。GCOM-W は 2012 年 5 月に打ち上げられ、設計寿命の 5 年を
大幅に超えて運用を継続しており、今年（2022 年）に打上げから 10 周年を迎える。他方、GCOMC は、2017 年 12 月に打ち上げられ、年末に打上げから 5 周年を迎える予定である。
高性能マイクロ波放射計（AMSR）シリーズは、地球表面に感度のある C 帯（6.9GHz）と大口径ア
ンテナの組み合わせるによる高空間分解能のマイクロ波放射計のシリーズであり、2002 年打上げ
の AMSR-E から数えると 20 年近くのデータが蓄積している。AMSR2 の標準プロダクトとして、
各 チ ャ ネ ル の 輝 度 温 度 や 水 循 環 に 関 す る 物 理 量 が JAXA の G-Portal ウ ェ ブ サ イ ト
（https://gportal.jaxa.jp/gpr/）から公開されているほか、地球観測研究センターから研究プロダ
クトが公開されている（https://suzaku.eorc.jaxa.jp/GCOM_W/research/resdist_j.html）
。2021 年
度は高解像度海氷密接度及び海氷移動ベクトル研究プロダクトが新規に公開された。これ
らのアルゴリズムの開発・検証は、外部の大学や研究機関と連携して実施しており、海氷密
接度標準アルゴリズム及び薄氷域検出研究アルゴリズムは東海大学の長教授にご担当いた
だいている。
AMSR2 の後継となる AMSR3 は、2023 年度打上げ予定の温室効果ガス・水循環観測技術
衛星（GOSAT-GW）に搭載される予定である。AMSR2 の既存チャネルに加え、165.5/183GHz
の高周波数チャネルが追加することで降雪量推定や数値気象予報での水蒸気解析に活用さ
れるほか、さらに温度分解能を向上した 10.25GHz チャネルを追加することで、安定的な海
面水温推定を実現する予定である。AMSR シリーズの長期観測継続による水循環・気候変
動研究への貢献のほか、気象予報・水産業・航行支援等の実利用分野での利用推進を目指す。
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