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Abstract : In this study, we validated the accuracy of several IOPs estimation algorithms with different estimation methods using 

the global measured data and the Japanese coastal measured data. The results showed that the estimation results of each algorithm 

differed in response to the optical characteristics of the water body. 
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1. 背景 

 海色リモートセンシングにおいて、固有光学特性(IOPs)

は、水中物質の光の吸収や散乱の特性を表す重要なパラ

メーターである。また，IOPs は海洋の一次生産量や溶存

炭素量等の生物地球化学的な指標と密接に関連するため、

気候変動による海洋環境の変化を捉える重要なパラメー

ターであることが報告されており(Werdell et al., 2018i))、人

工衛星が検出するリモートセンシング反射率 Rrs から

IOPs推定アルゴリズムを介して推定される。今日までに、

様々なタイプの IOPs推定アルゴリズムが開発され、これ

らの性能は全球の光学実測データを使用し検証されてき

た(Brewin et al., 2015ii))。しかし，従来の IOPs推定アルゴ

リズムの検証では、外洋域で取得された光学データが使

用されており、一般的に IOPs のスペクトル形状(以下

SIOPs)を経験的に仮定するアルゴリズムにおいて、高い

内部生産や河川流入によって光学的特性が複雑な沿岸域

に対する性能は未知な部分が多い。 

 そこで本研究では、全球における実測値を含むValente

データセット(Valente et al., 2019iii))と、高濁度水域を含む日

本沿岸の光学データの実測値(以下日本沿岸データセッ

ト)を使用して、推定方法の異なる複数の IOPs推定アルゴ

リズムの精度を検証し、それぞれのアルゴリズムの特長

を把握した。 

 

2. 手法 

1)実測値データセットの概要：本研究では、全球の大規

模な実測値を含むValenteデータセットと，日本沿岸・湖

沼（有明海、琵琶湖、東シナ海、伊勢・三河湾、霞ケ浦、

相模湾、瀬戸内海、タイランド湾、東京湾）のデータセッ

トを使用した。Fig.1 は各データセットの観測地点を示し

ている。Table.1はそれぞれのデータセットの IOPs(aph: 植

物プランクトンの吸収係数、adg: 有色溶存有機物とデトリ

タスの吸収係数、bbp: 浮遊粒子の後方散乱係数)の中央値

を示している。その結果から分かるように、日本沿岸デ

ータセットの各 IOPsの中央値はValenteデータセットの

ものと比較して 2~6倍ほどから大きく、沿岸域における

高濁度水域の実測値を多く有していることが分かる。 

 

 

2)IOPs推定アルゴリズムの概要：本研究では、推定方法

が異なる 5 つの IOPs 推定アルゴリズムを検証に使用し

た。1つ目は、SIOPsをRrsの波長比から経験的に導出す

るため、事前定義を必要としない QAA(Quasi-Analytical 

Algorithm)、2つ目は、SIOPsを事前に定義し、Rrsと IOPs

間の非線形関係を最適化し IOPsを推定するGSM(Garver 

– Siegel - Maritorena)、3つ目は、数学的手法はGSMと同

一だが仮定する SIOPs を様々なものから選択できる

GIOP(Generalized IOP)、4つ目は、SIOPsを事前に定義し、

複数波長におけるRrsと IOPs間の非線形関係から成る行

列を反転する LMI(Linear Matrix Inversion)、 5 つ目は、

線形関係にあるRrsと IOPsの係数をルックアップテーブ

ルから導出し、繰り返し計算によって IOPs を推定する

PML(Plymouth Marine Laboratory)である。なお、この検証

はGCOM-C/SGLIの観測波長を想定して行われた。 

 

3)統計的手法の概要：本研究では、IOPs アルゴリズム

の検証に Seegers et al., 2018ix)の手法を使用した。本手法
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Fig. 1. Global distribution of each dataset 

44X nm 55X nm 44X nm 55X nm 44X nm 55X nm

Japan Coast 0.1485 0.0349 0.3204 0.0843 0.0061 0.0049

Valente 0.0411 0.0058 0.0538 0.0125 0.0032 0.0022

Median aph Median adg Median bbp

Table. 1. Median of measured IOPs 



Mean Absolute Error)、バイアス(Bias)、変動係数(CV: 

Coefficient of Variation)、最も精度が高いアルゴリズムの

割合(Percent Wins[%])を計算する。これらの統計指標を

値が大きいほど性能が高くなるように0~1の範囲で正規

化したのち、レーダーチャートを作成する。このレーダ

ーチャートは、四角形が大きいほどアルゴリズムの性能

が高いことを示す。 

 

3. 結果・考察 

 Valente 及び日本沿岸データの Rrsを各 IOPs 推定アル

ゴリズムに適用し、各 IOPs の実測値と比較した。最終

output は SGLI 波長における a、adg、bbp、aphが得られて

いるが、ここでは一例として 443 nm における全光吸収

係数 a(443)の実測値と推定値との関係を Fig.2 に示す。

なお、Valente データは PML の実行に必要な Rrs(380)を

持たないため、PMLの結果は日本沿岸データのみを使用

したものとなっている。Valenteデータを使用した aの推

定結果を見ると、QAA、GSM、GIOPが 0.1未満の低濃

度のサンプルを過小評価している一方、LMIでは推定値

が 1:1のライン上で分布しており高い精度で推定できて

いたことが分かる。日本沿岸データセットの場合、LMI、

PMLが過小評価の傾向があり、GSMが過大評価の傾向

があった。adgの推定結果に関しては、LMI、PMLで大き

なばらつきが見られる一方、QAA、GSM、GIOPの大部

分は 1:1のライン上に分布しており、大きな差異は認め

られなかった。aphの推定結果からは、GSM、PMLが大

きくばらついている一方、QAA、GIOP、LMI の大部分

は精度よく推定できていた。bbpの推定結果は、Valenteは

精度よく推定できていたが、日本沿岸データに関しては

全アルゴリズムで過小評価の傾向があった。 

Fig.3 と Fig.4 は Valente 及び日本沿岸データの推定結

果に基づいて作成したレーダーチャートを示している。

Fig.3の結果から、低濃度のValenteデータにおける各吸

収係数(a, adg, aph)の推定では LMI が有効であり、後方散

乱係数(bbp)についてはGSMが有効であった。Fig.4の結

果から、高濁度の日本沿岸データにおける各吸収係数の

推定には、QAAとLMIが有効であり、後方散乱係数の

推定には特にQAAが有効であった。LMIは吸収係数の

推定には有効である一方で、後方散乱係数の推定には不

向きであることは Valente と日本沿岸データで共通の結

果になっていた。 

以上のことから、IOPs推定アルゴリズムの性能は、対

象海域の光学的特性に応じて変化し、これは、アルゴリ

ズム中で仮定する SIOPsや経験式が、対象海域の光学的

特徴を網羅可能かどうか、また、アルゴリズムの推定手

法自体の限界に依存すると考えられる。今後、沿岸域の

光学データの光学的特徴の分類を通し、沿岸域に有効な

IOPsアルゴリズムの在り方を検討する予定である。 
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Fig. 2 Estimated a(443) versus In-situ a(443) 

Fig. 4 Radar chart of Valente 

Fig. 3. Radar chart of Japan Coastal 


