
 

日本リモートセンシング学会 

学会誌第 36-4 号「ALOS-2 特集号」への投稿論文の募集 

 

陸域観測技術衛星 2 号「だいち 2 号（ALOS-2）」は，2014 年 5 月の打上げ以降，順調に

運用を続けており，観測データも蓄積されつつあるところです。また，平成 27 年 9 月の関

東・東北豪雨をはじめとして，災害発生時には緊急観測も実施しています。 

日本リモートセンシング学会では，ALOS-2 に関する最新の情報を提供し，また ALOS-2

実観測データを用いた研究成果を発表する機会として，ALOS-2 特集号を企画いたします。

ALOS-2 データを用いたさまざまな研究分野からの研究成果を紹介すべく，下記の通り論文，

事例紹介等の原稿を募集しますので，奮ってご投稿ください。 

 

記 

 

・掲載予定号 36-4 号（2016 年 9 月刊行） 

・論文募集形態 論文，小論文，総説（レビュー），技術報告，事例紹介 

・論文のテーマ ALOS-2 データを用いた研究や利用事例に関して，幅広く募集します。 

・論文投稿期限 2016 年 3 月 25 日 4 月 1 日 

・論文査読 論文，小論文，総説（レビュー），技術報告に関しては，通常通りの査

読審査を行います。事例紹介については査読がありません。 

・投稿規定 以下のページをご参照ください。 

http://www.rssj.or.jp/gakkaisi/gakkaisi.htm 

※投稿論文の筆頭著者は原則として本学会会員とし，筆頭著者が会員外

の場合には，ページチャージを負担していただきます。また，投稿論文

の言語は日本語または英語を使用してください。詳細は本投稿規定をご

覧ください。 

・留意事項 査読審査の進行状況によっては，受理された論文が 36-5 号以降に掲載

される場合があります。 

 

・本小特集に関する問い合わせ先 

田殿武雄（宇宙航空研究開発機構） 

 
                                    以上 

 

日本リモートセンシング学会編集委員会 

委員長 松永恒雄（国立環境研究所） 

  

tadono.takeo@jaxa.jp



 

Call for Papers 

Special Issue for ALOS-2, Journal of the Remote Sensing Society of Japan 

 

Since the Advanced Land Observing Satellite-2 (ALOS-2) was launched on May 2014, 

it is being operated very well and acquiring a large amount of observation data. 

On this occasion, the Remote Sensing Society of Japan (RSSJ) plan to publish a special 

issue for ALOS-2 to provide latest information related to ALOS-2 and to share results of 

researches and applications using actual ALOS-2 data. We welcome submission from 

various research fields.  

 

Call for Papers 

 

・Volume and Number Volume 36 No. 4 (will be published on September 2016) 

・Categories of Papers Full Paper, Short Paper, Review and Engineering Report  

・Theme of Papers Scientific or application research results as well as 

application examples using ALOS-2 data from various 

research fields. 

・Submission Deadline March 25 April 1, 2016 

・Review Process Submitted papers will be peer-reviewed and refereed as a 

usual paper.  

・Instruction for Authors The Instruction for Authors can be found on the website 

http://www.rssj.or.jp/gakkaisi/journal.html . 

Basically, the first author of submitted paper should be a 

member of RSSJ. However, non-member's submission is 

acceptable with a given page charge. Submitted paper should 

be written in English or Japanese. 

・Notice Please note that accepted paper may be published in Vol.36 

No.5 or later depending on the progress of peer-reviewing. 

 

・Contact for This Special Issue 

Takeo Tadono, Dr. 

 (Japan Aerospace Exploration Agency) 

 
 

The Remote Sensing Society of Japan 

Editor-in-Chief: Tsuneo Matsunaga 

(National Institute for Environmental Studies) 

tadono.takeo@jaxa.jp


