
東京を観測点とすると
最高通過点は
時刻：05:43:47
高度：52
方位：100° (東)
距離：866Km

センチネル１

©ESA

センチネル１は２機で
ペアをつくり、高度693 km
から電波で観測しています。
衛星の真下を観測するので
なく、斜め下を移動しなが
ら合成開口レーダーで観測
しています。
①と②を比べてみてください。
（合成開口レーダー＝SARについては、専門家の方にお願
いしていつかYACかわら版で説明します）
12日毎に同一場所を観測（回帰）しています。２機で同じ
ように観測していますので、6日毎にデータが得られます。
残念ながらセンチネル１Bは故障中です。センチネル１A

のみのデータ得られます。
また、国内の島等観測範囲に含まれていないところもあ

ります

5月12日のセンチネル１A

5月12日の朝
早くセンチネ
ル１Aが北海
道西部から関
東をぬけるよ
うに観測し
ました。

各地の様子
を紹介し
ます。

2022年5月15日

EOブラウザで検索

観測日時が「2022-05-1120:43:46 
UTC」と表記されています。日本標
準時だと5月12日5時43分です。セン
チネル１Aの観測です。
多くの光学衛星の観測時刻と異なり
ます。昨年末までは、夕方の6時前
の観測がありました。

①

②

十和田湖



秋田港と能代港では、秋田洋上風力発電株式会社が洋
上風力発電所を建設中です。合計で約140MW（メガワッ

ト）の発電能力があります。

能代港 洋上風力発電所
20基

秋田港
洋上風力発電所
13基

参考

海は黒くみえ、洋上風力
発電所が、やや大きい〇
に見えます。拡大すると
異なる形にも見えます。
作業船などもいるようで
す。

センチネル１画像と洋上風発電所



時刻 気温(℃) 降水量(mm)風向(16方位)風速(m/s)

7:00 20.4 0 東南東 4

6:00 19.4 0 東南東 2.9

5:00 18.4 0 南東 2.1

https://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/him
awari/sat_img.php

© https://www.windy.com/?

センチネル１データと洋上の波

②
三宅島や御蔵島の島影の
ように北西側に白さがな
い黒いところが伸びてい
ます。
この島影を手掛かりにす
ると風向きがわかりそう
です。調べてみましょう。

①東京の
南を拡大
します

御蔵島

三宅島

https://earth.nullschool.net/jp/

③日本時の6:00の2つのモデルとセンチネル１観測データは合致しています

④日本時6:00のひまわり８のB13 観測データです。
梅雨前線が日本列島の南にあります。

⑤アメダスの観測実測データです。
センチネル１観測データの島影の黒い影を
風の方向と結び付けてもいいようです。

5月11日以外のセンチネル観測データ
でも、島影の黒い影が風向きであるか、
他のデータで確認しましょう。



2022-04-29
20:44:11 UTC

2022-04-17

2022-04-05

20:44:10 UTC
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2022-03-24

2022-03-12

2022-02-28
20:43:44 UTC

20:43:44 UTC

20:43:45 UTC

2月28日～4月29日センチネル１の観測条件が同じ日を調べてみました。

風は、21:00UTCの「windy.com/」情報です。

4月5日の場合は、島
影の黒い部分は明瞭
ではないようです



場所 時間 平均 風向
最大

瞬間
風向

5:40 2.3 南南西 2.8 南南西

5:50 2.4 南南西 2.9 南南西

5:40 0.7 北西 1.5 西

5:50 1.1 西南西 1.5 西南西

三宅伊豆

三宅坪田

2022年4月5日の研究

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=44&block_no=47677&year=2022&month=4&day=6&view=

アメダス観測実測値

10分間でも風向が変化
しています。改めて風
は変化し続けているこ
とを実感します

VV - decibel gamma0 -
orthorectified

拡大すると細かな様子が
見えます。
風と波はセンチネル１の
データ探れそうです

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=44&block_no=47677&year=2022&month=4&day=6&view=


Sentinel-1 2022-05-11 20:41:41 UTC Sentinel-2 2022-05-10 01:45:20 UTC

5月10日 山の高い部分に雪は残っていますが、電波で観測するセンチ
ネル１画像では確認できません。

洞爺湖
とうやこ

センチネル１画像と積雪



2022-05-07
八郎潟の水田も水が入れられ始めました

水田に水が
入ると

センチネル２

センチネル１データでは水田い水が入れられたら
黒く見えます。
水分指数RGBでは、水がはられた水田は青く見え
ます。

トゥルーカラー

水分指数RGB

日本海

参 考

水田に水を入れるとセンチネル１で確認できます。
稲の生育状態で、センチネル１画像は変化します。



2022-05-02

2022-03-28

2022-05-12

2022-05-11

富士山の積雪状態はセンチネル１画像では確認できません

センチネル２ トゥルーカラー フォルスカラー（アーバン）
センチネル１ ３化画像



4月10日北富士演習場で恒例の「火入れ」
が行われました。富士吉田市、山中湖村、忍
野村忍草地区の各入会組合の役員や消防など
約７００人が参加。演習場内３カ所に市村ご
とに集まり、国有入会地の下草約１９００ヘ
クタールを焼いたそうです。

令和3年度渡良瀬遊水
地ヨシ焼きは3月5日
に実施されました

2022-04-22

2022-03-03 2022-03-28

2022-04-22

2022-04-12

2022-
04-02

渡良瀬遊水地

北富士演習場

野焼き場所の確認もできます

参 考
2022-05-07



約31万トン
339.5 x 60 m

川崎シーバース（扇島シ―バース）

4月22日 サウジアラビア
ラスタヌラ出航

約30万トン
333 x 60 m

姉ヶ崎シーバース（京葉シ―バース）

3月2日
アラブ首長国連邦
フィジャーラ出航

20:43:UTC

マリントラフィック20:45:UTC

川崎シーバース
GoogleEarth

姉ヶ崎シーバース
GoogleEarth船舶の位置情報を活用

船舶位置情報（マリントラフィック）

←→センチネルと照合

船底が海面下20m（喫水きっすい）も
の巨大船は、沖合の桟橋（シー
バース）から海底パイプで原油を
陸上のタンクにあげます

©JMU

©JMU



キソ 20.6ノット

サンフラワーシレトコ 23.4ノット

×

×

シルバーテアラ 17.8ノット

サンフラワーフラノ 20.8ノット

サンフラワーダイセツ 23ノット

センチネル１画像と洋上の長距離フェリー

×

×

×

ブルールミナス
18.8ノット

ブルーハピネス
１７.8ノット

ハマナス 25ノット

×

×

×

３陸海岸沖

陸奥湾・西部

船舶位置情報をマ
リントラフィック
で確認しフェリー
ボート位置を照合
し船名と船側を確
認しました


