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No. Questions Answer

1 Averaging kernelsや他の内部データを入手できますか。 Averaging kernelsなどの内部データは、RA用のFTS SWIR L2 プロダクトに含まれています。

2 公開されているFTS SWIR L2データの選択方式を教えてください。

"Documents & Information"ページの"Documents (Product Descriptions) "＞"FTS L2 column amount (SWIR)"＞
"Important Notes at Releasing"にありますリリースノートをご確認ください。
スクリーニング条件につきましては、"Data Processing Flow for the FTS SWIR Level 2 CO2 and CH4 Data Products" をご
参照ください。

3
ユーザIDとパスワードを忘れてしまいましたが、どうすればよいです
か。

ユーザIDはe-mailアドレスになっています。また、パスワードを忘れた場合は、操作マニュアルにあります「8.38.3 パスワー
ドを再設定する時の手順 」をご確認頂き、リセットをしてください。

4 GOSATデータを読むためのツールはありますか。 トップページのメニューにあります「ツール」をご覧ください。

5
CAIデータの輝度値を反射率へ変換する方法を教えてください。

反射率は次の式で求めることができます。

R: 反射率
S0: 太陽放射輝度
I: CAIで測定された輝度値
PI: 円周率
th: 太陽天頂角
D: 太陽地球間距離(天文単位)

 R=I/S0*PI/cos(th)*D2

GOSATプロジェクトではThuillier 2002を太陽放射輝度として採用
しています。Thuillierの太陽照度データベースをCAIのSpectral
response functionで重み付けして計算したGOSAT CAIの各バンドの
太陽放射輝度の値は次のとおりです。

Band1: 1093.76
Band2: 1497.66
Band3: 952.575
Band4: 252.311
単位: W/m2/um     um:マイクロメートル

Thuillier 2002は次のURLから入手できます。
http://suzaku.eorc.jaxa.jp/GLI/cal/index_j.html

CAIのSpectral response functionは以下のページより入手できます。
"Documents & Information" > "Technical Information " > "Spectral response function"

6 カラム量とカラム平均濃度

　「いぶき」が測定した二酸化炭素(CO2) とメタン(CH4) の量はカラム量で表されます。またカラム平均濃度という量でも表し
ています。ここではカラム量とカラム平均濃度について説明します。
　「いぶき」は太陽光が地表面で反射して衛星に到達した光を測定します。衛星に到達した光をスペクトルにして、CO2 や
CH4 の吸収によって光が減衰している様子を調べることでCO2 やCH4 の量を求めることができます。そのため「いぶき」が
測定したCO2 やCH4 の量は地上から大気上端までの総量になります。気体の総量は単位面積当たりの地上から大気上
端までの柱( カラム) の中にある気体分子の数で表し、カラム量と呼びます。
　カラム量は地表面の標高や気圧が変わると変化するので、CO2 やCH4 の変化を調べるためにカラム平均濃度に直して
気圧の影響を取り除いています。カラム平均濃度は乾燥空気のカラム量に含まれるCO2 またはCH4 のカラム量の割合で
表します。乾燥空気とは空気中に平均0.5% ほど存在する水蒸気を差し引いたもので、窒素(78.1%)・酸素(20.9%)・アルゴン
(0.9%)・二酸化炭素(0.04%)・その他(0.003%) で構成されます。乾燥空気のカラム量は、地上では気圧を測れば求めることが
できますが、宇宙からは直接測定することができません。代わりに酸素のカラム量を測定し、乾燥空気に含まれる酸素の
割合がほとんど変化しないことを利用して乾燥空気のカラム量を求めています。「いぶき」は酸素の吸収による光の減衰を
測ることで酸素のカラム量を求めることができます。

7
Spectrum/SWIR/band1～4/lowWavelength と obsWavelength　の違
いは何ですか。

ポインティング機構の走査中に視野の揺らぎや微小振動があった場合、スペクトルデータの本来0であるべき低周波領域
に出力が現れることがあります。低周波領域スペクトルの状態からデータの品質を確認するために使われるのが、低周波
成分の輝度スペクトル(lowWavelength)です。obsWavelengthは、観測成分の輝度スペクトルです。
観測値として意味があり通常使用されるのは、観測成分の輝度スペクトルの実部成分です。低周波成分の輝度スペクトル
や観測成分の輝度スペクトルの虚部成分は、ノイズの指標として使用します。ユーザは、obsWavelengthの実部だけ使用し
てください。

低周波成分の輝度スペクトルの波数、観測成分の輝度スペクトルの波数は、それぞれプロダクトの以下の箇所に情報があ
ります。
○低周波成分の輝度スペクトルの波数：
SWIR : exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumLowWavelengthRange_SWIR
TIR : exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumLowWavelengthRange_TIR

○観測成分の輝度スペクトルの波数：
SWIR : exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumObsWavelengthRange_SWIR
TIR : exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumObsWavelengthRange_TIR

8 TANSO-FTS instrument line shape (ILS) について

FTSのILSの情報については、GDASにある以下のページをご確認ください。
"Documents & Information" > "Technical Information " > "Instrument line shape function "

ILSFをご利用の際は、TANSO-FTS Instrument Line Shape Function Model（ILSF file）をダウンロードして下さい。
更なる情報については、以下の論文をご確認ください。

A. Kuze, H. Suto, M. Nakajima, and T. Hamazaki, “Thermal and near infrared sensor for carbon observation Fourier-
transform spectrometer on the Greenhouse Gases Observing Satellite for greenhouse gases monitoring”, Appl. Opt., 48,
6716-6733，2009.
Akihiko KUZE, Hiroshi SUTO, Kei SHIOMI, Masakatsu NAKAJIMA, and Takashi HAMAZAKI , On-orbit performance and
level 1 data processing of TANSO-FTS and CAI on GOSAT, SPIE7474, Proc. of SPIE Vol. 7474 74740I-1, 2009.

9

観測点の輝度データ（band1/obsWavelength）に対応する観測波数
情報（観測波長の逆数）は、どこに格納されていますか。
FTS Band1の輝度校正係数（CNV）は2601波数のデータがあります
が、FTS Band1のスペクトルデータ（band1/obsWavelength）6565個
のデータとマッチしていませんが、どのように対応したらよろしいで
しょうか。

SWIRですと観測波数毎の補正情報は、
exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumObsWavelengthRange_SWIR
に格納されています。
一方観測データには、輝度スペクトルが格納されている配列番号に対応する波数を算出する一次式の係数aとbが入って
います。
また、この配列数と、CNVの配列数は一致していませんが、波数に対して、補間をしてご利用ください。
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10 solar zenith, observation zenith & relative azimuth について

GOSATユーザハンドブック中の以下の章において、各項目のプロダクト内格納場所が記されております。

6.4.2 フォーマット例 (p. 6-18)
(2) CAI レベル1B プロダクトの一例
a. 撮像点幾何情報
観測場所及び観測状況を示す“撮像点幾何情報”は以下のように構成される。

なお、zenith angle およびazimuthにつきましては、GOSAT User Interface Gateway (GUIG) にログインし、ドキュメントの最
下部にある“プロダクトフォーマット説明書”のFTS Level 1 product (MAS-
100066C_GOSAT_Level_1_Product_Format_jpn.pdf) に、図で示した簡易説明があります (p.2-17, Figure 2-10 サングリントと
判断する角（X-Z面への投影) 。
簡単に説明しますと、図には観測点を基準にしてXYZ軸が描かれています。Z軸は観測点からX,Y軸を含む地球楕円体接
平面上に描いた法線であり、これが天頂zenithです。今、Y軸の正の向きを北とします。観測点から衛星あるいは太陽の位
置へと向けた各ベクトルとzenithとのなす角が、zenith angleです。また、観測点から衛星と太陽の位置へ向けた各ベクトル
をXY平面に投影した時（図では点線部分）、北から時計回りになす角がazimuth angleです。

なお、zenith angleにつきましては、以下のサイトもご覧いただければ参考になるかと思います
（http://sacs.aeronomie.be/info/sza.php）。
上記と同様に、衛星から観測点（図では”Where you are”の部分）へ向けたベクトルと、zenithとのなす角が、satellite zenith
angleです（図では”Viewing Zenith Angle”の部分）。太陽も同様です。

11
"V/cm-1" (raw spectrum) から "W/m2/micron/str" (radiometric
spectrum)への変換について

GUIG上の次の情報をご確認ください。
"Documents & Information" > "Technical Information " > "Instrument line shape function"
変換テーブル（エクセルファイル）が取得できます。

12
TIRの波数範囲は、700～1800cm-1で、解像度は0.2cm-1でので、
波数は5500であるべきです。しかし、L1Bデータの波数は7575となっ
ています。実際の波数範囲を教えてください。

有効なTIRの波数範囲は700～1800 cm-1ですが、実際には、500～2000 cm-1となります。そして、波数の解像度は完全に
0.2 cm-1ではありません。プロダクト内の以下の項目を参考にして下さい。

TIR:
exposureAttribute/pointAttribute/RadiometricCorrectionInfo/spectrumObsWavelengthRange_TIR

13 観測点Pにおける衛星天頂角の求め方について こちらのPDFを参照して下さい。

https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/faq/FAQ_No13_ja.pdf

