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CO2 volume mixing ratios (VMRs) from solar absorption spectra in the 1.6 μm 

CO2 (30012-00001) band measured with a ground-based high-resolution Fourier transform 

spectrometer (FTS) at Tsukuba were retrieved using profile retrieval and scaling 

retrieval algorithms.  We derived the time series of the column-averaged CO2 VMRs (XCO2) 

from December 2001 to December 2007. The average difference between the XCO2 values 

obtained with the two algorithms was approximately 0.8 ppm.  This difference was 

attributed to differences between the column averaging kernels of the algorithms. We 

corrected the distortion effect of an instrumental line shape (ILS) on XCO2 retrieval 

by determining information about the ILS simultaneously with XCO2.  Aircraft in situ 

measurements were made simultaneously with the FTS measurements over the FTS site on 

10 August 2004 and 30 March 2005.  The differences between the XCO2 values derived from 

the FTS measurements and from the aircraft in situ measurements complemented by model 

data were less than 1 %.  The diurnal variations of XCO2 derived from the FTS measurements 

demonstrated that XCO2 could be retrieved with a precision of ~0.2%.  The retrieved 

XCO2 values were compared with CO2 VMRs obtained from aircraft sampling measurements up 

to 7 km altitude over Sagami Bay.  The seasonal amplitude of the retrieved XCO2 agreed 

within 1 ppm with those of the CO2 VMRs obtained from the aircraft sampling measurements 

above 3 km. The average seasonal amplitude of XCO2 over Tsukuba was ~8 ppm.  In addition, 

XCO2 showed an increasin g trend, with a growth rate of ~2 ppm/yr. 

 

【序】 地球温暖化は最も重要な環境問題の一つであり、原因となる温室効果ガス濃度の把

握、地球温暖化による自然生態系・人間社会への影響、温暖化対策が必要である。全球の温

室効果ガスの時間・空間変動を把握するためには、人工衛星を用いた分光観測が最も有効で

ある。2009 年 1 月 23 日に打ち上げられた日本の温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)は、1 %

の精度で CO2カラム量を導出することを目標にしている。しかしながら衛星観測データは、そ

の不確かさを独立な観測データによって検証する必要があり、地上設置高分解能フーリエ変

換分光計(FTS)による CO2の観測は重要な検証手段である。このため地上設置 FTS 観測はより

高い精度が要求される。本研究では、スペクトル解析における誤差を低減し高い精度で導出

可能な方法を開発し、国立環境研究所に設置されている高分解能 FTS によって測定された太

陽直達光による 1.6 µm 帯の CO2吸収スペクトルの解析から CO2カラム平均濃度(CO2カラム量/

乾燥空気のカラム量、XCO2)を求め、季節変動や経年変動を導出した。 



【解析】 地上の分光計から観測されるスペクトルは、大気圏外の太陽光スペクトルに地球

大気分子による吸収が加わり、分光計の装置関数によって畳み込みされたものである。地球

大気の吸収線から分子の濃度やカラム量を求める時、大気圏外の太陽光スペクトルの中にあ

る吸収線(太陽大気による吸収線: フラウンホーファー線)と装置関数は誤差要因となる。フ

ラウンホーファー線は、Voigt 関数を用いて吸収線ごとに 4つのパラメータ(中心波数、強度、

ローレンツ幅、ガウス幅)で表した。一方、装置関数はインターフェログラムの変調効率と位

相誤差を用いて、光路差の関数としてモデル化した。 

 観測スペクトルから XCO2を求めるために 2 つのリトリーバルコードを用いた。つまり、各

高度における濃度の初期推定値から放射伝達理論によりスペクトルを計算し、その計算スペ

クトルと観測スペクトルの残差が最小となるように(1)初期推定値を定数倍するもの(スケー

リングリトリーバル)、または(2)各高度の濃度を決定するもの(プロファイルリトリーバル)

である。(1)は本研究で開発したリトリーバルコードであり、装置関数に関する情報(変調効

率および位相誤差)も選択的に XCO2と同時に求めることが可能である。(2)は NASA/JPL で開発

されたもの(SEASCRAPE Plus)で、波数軸に対する装置関数を入力することが出来る。 

 2001 年 12 月から 2007 年 12 月にかけて FTS によって測定された波数分解能 0.05 cm－1のス

ペクトルに対して解析を行った。リトリーバルから直接得られる CO2カラム量の変動は、大気

中の CO2濃度の変動以外にも気圧の変動によっても起こる。地表における気圧の変動は数日で

3 %程度にも及ぶこともあり、これに伴って CO2カラム量についても同程度の変動が起こり得

る。そこで、CO2カラム量を乾燥空気のカラム量で割り、鉛直方向に平均化された CO2濃度(XCO2)

に変換することによって気圧変動の影響を補正した。ここで、乾燥空気のカラム量は、高層

気象台(館野)のレーウィンゾンデ観測値と NCEP 再解析データの気圧および気温の鉛直分布

から得られる全空気カラム量から、同じスペクトルから CO2と同時に導出された水蒸気のカラ

ム量を除くことによって求めた。 

【結果と考察】 まず理想的な装置関数を仮定して 2 つのリトリーバルコードから XCO2を導

出した。スケーリングリトリーバルから導出された XCO2 はプロファイルリトリーバルからの

XCO2と比較して+0.82 ± 0.46 ppm のバイアスを示した。そのバイアスは両者のカラムアベレ

ージングカーネル(高度情報の指標)の違いによるものであることを感度解析から明らかとな

った。FTS 観測から得られた XCO2の精度を評価するため、FTS 上空で行われた航空機搭載 CO2

濃度計による直接測定の結果(高度 3 km まで+モデル計算値)と比較した。その結果、両者は

1 %以内で一致した。次に、本解析から得られた XCO2の日変動とつくばの気象研タワーで観測

された CO2濃度の日変動を比較した。強い風の影響で CO2濃度が一定であった 2005 年 3 月 30

日における XCO2 の平均値を求め、その標準偏差(±1σ)から相対精度を評価した結果、XCO2 の

相対精度は 0.2 %であった。これらの結果は、地上 FTS 観測により XCO2を 1 %より良い精度で

導出できることを示すものであり、地上 FTS 観測が衛星観測データの検証手法として有効で

あることを示した。 

 XCO2の時系列に対してフィッティングを行い季節変動および経年変動成分を求めた結果、約

8 ppm の季節振幅(peak-to-peak)および 2 ppm の年増加率が得られた。FTS 観測から得られた

XCO2の変動を、相模湾上空において 2002 年から 2007 年にかけての 6 年間に航空機ボトルサン

プリング観測によって得られた高度 7 km までの各高度(0.5, 1, 2, 3, 4, 5.5, 7 km)におけ

る CO2濃度の変動と比較した。XCO2の季節変動は、振幅および位相について高度 3 km 以上の季

節変動と良く一致した。一方、XCO2の経年変動は高度 3 km の濃度変動と同様の傾向を示した。 
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