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本書 は、国立環境研究所 と宇宙開発事業団 との共同研究 「
機器 の実験運用及 び評価手法 の研究 (平成 11年 度)」 の成果 を取 りまとめた ものであ
る。本共同研究 の対象であるライダー実験機器 (ELISE)は、ミッション実証衛星 2号
(MDS‑2)に 搭載 され平成 15年 頃の打ち上げを目指 して開発 が進め られる計画 であった
が、宇宙開発事業団 にお ける平成 11年 秋 の衛 星開発方針 の大幅な見直 しの中で、そ の開
発 が凍結 された。 このため、本共同研究 は 1年 をもって終了す ることとなった。
そ の結果 、当初計画 した研究が必ず しも十分 に達成 されたとは言 えな い。 しか しなが
ら、本研究 の開始 に至るまでにも、我が国の多 くの ライダー研究者 の協力の下 に衛 星搭載
ライダー の検討 を行 ってきた経緯があ り、本共同研究 ではそれ らをベースにする ことに
よって、衛 星搭載 ライダーデー タの利用 に関す る方向性 を議論す るには十分な成果 を挙 げ
る ことができたと考えて いる。 ,
前述 の通 り、本共同研究 のバ ックグ ラン ドとして、宇宙開発事業団の担 当者はもとよ
り、国立研究機関、大学等 の多 くの研究者 による長 い間の共同作業があった ことに言及 し
ておきた い。
国立環境研究所 では、平成 3年 度か ら 6年 度 にか けて環境庁地球環境研究総合推進費 に
よる研究 の一環 として、 「
衛 星搭載 レーザー レー ダー による地球規模大気環境 の評価 に関
す る研究」 を行 い、重要かつ最 も実現性 の高 い ミッションとして雲 エア ロゾル観測用 の衛
星搭載 ライダー の提案 を行 った。また、平成 10年 度 か らは、 同 じく環境庁地球環境研究
衛 星ライダー によるデー タの利用 に関す る研究」
総合推進費 による研究 の一環 として、 「
を行 ってきて いる。 これは、MDS‑2搭 載用 ライダー実験機器ELISEに よる観測デー タの
科学的利用 を念頭 にお いたものであった。
一方 、 これ と平行 して平成 5年 以来 、地球環境観測委員会 、そ して地球科学技術 フォー
ラム/地 球観測委員会 にお いて、ライダー研究者 を中心 として衛 星搭載 ライダーの検討作
業 が進め られた。また、延べ 3回 の国際 ワー ク ショップが 開催 され、海外 の ライダー研究
者 の参加 を得 て、我 が国が進 めるべ き衛 星搭載 ライダー計画 の議論 を行 ってきた。
平成 9年 7月 、地球科学技術 フォー ラム/地 球観測委員会 の実証衛星 ミ ッション/
LIDARチ ー ムは、 「
実証衛 星搭載用 ライダー提案書」 を出版 した。 これは、宇宙開発事
業団が、実証衛 星 ミッションのひとつ として衛 星搭載 ライダー を取 り上げ、西暦 2000
年代初頭 の打ち上 げを 目指 して検討 を行 って い ることに呼応 して、地球科学研究者 の立場
か ら、実証衛星 ライダーが搭載すべ き機能 につ いての提案 を行 ったものである。
平成 11年 度 には国立環境研究所 と宇宙開発事業団の共同研究契約が締結 され、 国立環
境研究所 はデー タ利用実証の研究 を分担す ることとなった。また、国立研究機関 ・大学 。
気象庁等 か らの研究者、技術者 の参画 を得て、ELISEミ ッションチームを組織 し、ELISE
によるデー タ利用実証計画 の検討、利用実証 のための地上デー タシステム の検討を進めて
きた。そ の一環 として、平成 12年 1月 には海外か ら研究者 を招聘 して、ELISEワ ー ク
ショップを開催 した。その記録 は、本報告書 にまとめ られて いる。

本報告書 はそ うい う意味で、我 が国 の衛星ライダー研究者 コ ミュニ ティの 1 0 年 来 の共
同作業 と研究成果 の取 りま とめでもある。 しか しなが ら、原稿作成 にお いては国立環境研
究所 の研究者 が担当 した ので、 もし内容 に不備 があるとすれ ばその責 めは我 々が負 うべ き
ものである。
本報告書 が将来 の衛 星搭載 ライダー 計画 の立案 0 推 進 に際 し、基本的な考 え方 を提供す
るものとなる ことを願 うもので ある。
笹野泰弘
国立環境研究所大気園環境部長
( 宇宙開発事業団招聘研究員 )
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