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　Micザowave　rdtliollleter　l’or　l9Gllz　、　22Gllz　and　37GIlz　〈）「　DMSP　SSM／l　hds　been　use〔l

r’（レr　the　sea　ice　observatk）n，　Ah．110Llgh　SSM／i　has　also　85G卜iz　chamle］，　this　chamx・l

h～ls　llot　been　used　for　sea　ice　observa．60n，　because　thjs　channel　is　considered　to

be　a｛’rected　by　vaPor．　But，　85GBz　has　higher　reso玉ution　than　the　other　channels，　and　the

e；’R～ct　of　vapc〕r　ls　しhOUght　to　be　small　in　po！ar　region　in　winter．

Thisstudy　uses　AMR（Ah『borneMicrowave　Ra〔hometer）　datε1　which　has　89Giiz　channel　し。　de＞e〕r｝P

new　a190ザithm　l『or　sea　ice　classi「ic～Lti（＞n，　and　a毛telllpted　to　apply　the　algorithm　to

SSM／1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

This　study　uしi｝三zed　ER（Emisslvity　Ratio＞　calculated　by　89　0r　85G卜｝z　channel　ds

al’1～．lvailable　l．）ar；．塾meしer．　As　a　resLllt，　ER　algor重しhm　by　using　SSM／∫　dataset　in　Sea

ol’OkhotskcouidcIassi「y　l’10〔．・，　thin　ice，　11ewlyヂormed　ice，　fast　iceandopenw～．lter．

1．はじめに

　現在，米国の衛星DMSPに搭載されているマ

イクロ波放射計SSM／1の19，22，37Gllzのデー

タセットが海氷モニタリングに一般的に二二さ

れている，　SSM／1は85GHzのチャンネルも持っ

ているものの，赤外領域に近い高周波であるこ

とから水蒸気の影響が考えられ，これまで海＞k

観測には使用されていなかった．しかし，85Giレ

は他のチャンネルの2倍の空間分解能を持って

おり，冬期の極域では水蒸気の影響が少ないの

で85Gllzが海氷観測に1・分に使えるのではない

かと三二注目され，利用が始まっている．

　・一方で我が国でも1999年に打ち上げ．予定の

ADEOS　IIでは89Gllzのチャンネルを持つ高性能

マイクロ波放射計醐SRが搭載されるので，新

しい解析法の開発が望まれている．また，2000

年にはAMSIIと同スペック・改良版の八MSR－E

を搭載するNASAの衛星EOS－1）M　1カ1打ちヒげら

れ、ADEOS　IIとともに国際地球観測システム

（1EOS）を構成し，今後の海氷観測の主力にな

ると期待されている，

本研究では表1のようにAMSRと同じチャンネ

ルを持つNASDAの航空機搭載マイクロ波放射． v
AMIIの1996年2月に行われたオホーツク海にお

ける観測結果をもとに，新たな海氷分類のアル

ゴリズムの開発を試み，SSM／1への応用を行っ

た，

表1。醐SR，　AMR，　SSW　Iのチャンネル

センサー 周波数（GHz）／偏波
AMSR

`MR

6．9

u，H

10．6

u，H

18．7

u．H

23．8

uIH
36．5

u，H

89．0

u，H

SSM／1 19．3

u，H

22．2

u

37．O

u，H

8．

T．5

u，H

The　13th　hlt㎝皿廿onal　Symposium　on

Okhotsk　Sea＆　Sea　Ice，　Feb．1998
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2．デー孕と観測地点

使用したデータと観測期間を表2に示す．

表2，使用したデータと観測期間

0ラットホーム

^センサー

観測期間 備考

B－200

^AMR
1996／02／17 パッシブマイ知波

uTR画像有り
SPOT

^HRV
1996／02／17 可視（マ1レチスへ．ウトル）

ｪ解能：20m

　DMSP

^SSW　l

1995／遷2／01

`1997／03／31

パッシブマイクロ波

　NOAA

^AVHRR
1996／03／01

`1997／03／31

可視（マルチスペクトル）

ｪ解能一．1km
ADEOS

^AVNIR
1997／02／07 可視（マ肝スペクトル）

ｪ解能：16m

　醐RとHRVの北海道東岸のデータはNASDAと

の共同研究により使用した．SSM／1のデータセ

ットはNSIDCからCD－ROMで配布されたものを

使用した．AVHRRは北見工大で受信したもので，

オホーツク海全域のデータを使用した．AVNIR

はNASDAで受信・処理したもので，サハリン東

部沿岸を使用した，

3，解析方法

3．189GHzを使用した海氷分類アルゴリズム

　AMRの89GHzは海面と海氷の輝度温度の差が

10～20Kあるので単チャンネルでも海氷分布を

判別するのは可能であり，サロマ湖湖氷の観測

から氷厚が厚いと輝度温度も高いという氷厚依

存性も見られた．しかし，SSM／1の85GHzの単

周波では海氷の種類の区別はおろか，海氷分布

さえも特定できない（佐々木，1996）ため，他

のチャンネルとの組み合わせによるアルゴリズ

ムを検討した、

　89Gllzを使用した新たなパラメーターとして

37Gllzとの身寸出率LヒεR（Emissivity　Rati‘））を

用いた．射出率は物体固有の値であり，チャン

ネルーにおける輝度楓度Tll　lとは

　1ヨ，＝　ε1（射出率）・T（物体の表面温度｝

の関係で近似されるσ）で，射出率比llR、を

　　　　　ε37Gli、・〉．P。1、
ER：17v目gv＝

V∠

ε89Gll、・〉一P。k T
B8りGil∠。V－Pulc

と定義した，

ERでは物体の表面温度がキャンセルされるた

め，寒いll｝や1暖かいi二・1，口子等によって値か揺

らがないというメリットが考えられる．：17G［レ

を選んだ理山は海氷の温度分布を反映しており、

89GHzとの比をとることで海氷の表面状態を分

類することが期待されるためである，また、チ

ャンネル間の浸透深さ・誘電特性の違いからi｛R

が大きい値を取るときは海氷が厚いと手想され

る，（図3参照）

3．2データサンプリング

　AMR観測の際に同時に撮影されていたV／’Rの

画像から表3のように海面，氷盤（1年氷），薄

氷（蓮葉氷），ダークニラスをサンプリングし

た．

表3，サンプリング項目

項目 特徴 氷厚（推定）

氷盤 直径100m以上 30－60cm

薄氷 蓮葉氷等 10－30cm

ダーク巧ス 灰色の薄氷 5－10cm

海面 密接度0％

4．結果

4．1酬Rの観測結果

　AMRによるオホーツク海観測結果から，臼1を

使馴した海氷分類は図2誼のようになり，以”ド
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のようなアルゴーJズムが得られた．
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図2（a）ERアルゴリズムによる海氷分類

　　（b）NASA　Teamアルゴリズムによる海氷分

　　　婁頁　（Ca＞aherl　et　al，　1992）

　図　　2－b　の　　NASA　Tealn　〔ノ）アル　ニゴ　1，1　ズ．ム

（Cl・1＞alieri　et　al，　i992）による分類と1』ヒ・鮫

すると氷盤と薄氷，海而の分離に優れている二
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　図3はEPplerら（1992）によって求められ．

た射出率をもとに計算したER：17v丼5vとAMR観測

によって得られたER，17VH5vをIce　Typeに分類

して示した図である，これを見ると，醐1の観

側結果から設定した海氷分類が妥当であると思

オ’．）れる，

　今1届（ハ観測結封之では雲の影響は特に見られな

かった．これは，もともと悪天候では観測しな

いことと，平均飛行高度が約570mと人」二衛星

に比べてかなり低いたダ），水蒸気による影響が

顕著なノイズとなるのに十分置大気の厚さがな

いためと考えられる，

1

O．95

缶

　0．9

0．85

0．8

　　W昌【謄r　　　　　　Ni185（68「恢｝／しow　　　　　Thh　lo6　　　　　Flrst　yo8r　loo（Froo’

　　　　　lc6　Cσno6nぴ8tion

　　　　　　　　lce　Typ磨
図3．ER37v！85vによるICE　TYPEの分類

4．2SS閣／iへの適用

4．2．1チャンネル合成

　SSM／1　（ノ）　85Gl【z　び）Z量17Uラ〉角乍育1…　（12，5klil）　と1［亘

のチャンネルの空問分解能（25km）が違うため

に，低分解能チャンネルの1ピクセルの値を図

のように4倍してチャンネル合成した，

19，22，37GHz

「ヨー

25km

85GHz

12，5km

Tb1 Tb1

Tbl Tb1

τb1 Tb2

Tb3 Tb4

図4．チャンネル合成の概念図

合
成

4．2．2SS襯／1用ERアルゴリズム

　AMRで開発したERアルゴリズムをSSM／iの
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データを用いて海氷分類を画像化し，同じ日の

AV田IRの可視画像と比較したことでこのアルゴ

リズムにはいくつかの改良が必要であることが

分かった．

　第…に酬Rや過去の論文の結果と比較すると，

使用しているセンサーの周波数が前者のものよ

り若干低いために£R梱鼎の値が図3のように

なり，アルゴリズムの閾値の変更が必要となっ

た．第二に顕著な水蒸気の影響が見られるため

ノイズの除去が必要なこと，第三にオホーツク

海で広域に見られる沿岸ポリニヤの薄氷と他の

薄氷域と区別するために新たなパラメータが必

要なことがわかった，

4．2．3水蒸気によるノイズの除去

　全体を通して水蒸気の影響が比較的小さく，

特にオホーツク海ではほとんど水蒸気の影響は・

見られなかった．しかし，3月以降に太平洋や

日本海で低気圧性の雲による顕著なノイズが見

られる日が何日かあった，このノイズを除去す

るために様々なチャンネルの組み合わせを試し

たが，Comiso（1994）が使用しているWeather

Filterの

　TB22v－TBIg，＞14

がシンプルで分離性能が高かった．NOAAの可

視画像と比較した結果，上記のWeather　Filter

では閾値が低いためノイズが除去しきれないこ

とがわかり，本研究では，

　TB囎．一TBIg，＞12

と設定した．

　り，厚さ30Cm以下の薄氷がはっていろ状態．

と雪氷辞典（日本雪氷学会編，199ωで定義さ

れている，ERアルゴリス’ムではAVIIRRと〔ノ｝⊥’ヒ11！’ヒ

から1の開水面は．卜分に判別できることか確認

された．しかし，2のLVery　Thill　lce’1二1，層．、

える薄氷0）はった沿岸ボリニヤは判別できなか

った．オホーーツク海沿岸では徐々に氷厚か増川

する数百kmもの広域な沿岸ホリニヤが長期的

に存在し，何故この不安定な状態が長期問持続

するのか注目されている．

　本研究ではこの薄氷のはったホリニヤを新生

氷というカテゴリーで区別し，19GIIzの水平偏

波と85（川zの垂直偏波び）ER（以後ERIw、コを

使用してER．百v鼎との差を求め，

　0．30＞ER、17v、5v－ERI～III。5v＞0．23

で新生氷と設定した．19（川Zの水平偏波は新生

氷と薄氷域び）輝度温度の差が1（1～30Kで訪り、

新生氷判別（ノ）パラメーターとして三川した，

表4．ERアルゴリズムとカラーテーブル

項目 閾値 加一テザル

開水面 ER、17V165v＜0．92 水色

新生氷 0，92　　〈　　ERI！7v，ド5v　く　　0，97

O、23くERr賄L－ER1㌧ll、～，〈030

臆

意密接度域 0，95　〈　　ER：～了v．55v　＜0，97 緑

薄氷域 0．97　　〈　　ER：墨7v〆芯5v　〈｛：00 青

氷盤域 1．00　　＜　　ER：｝7v　δ5v　〈老，20 紫

沿岸定着氷 1．20〈ER：17vδ5v 白

4．3駅アルゴリズムの八章

4．2．4薄氷域の騨細な分類

　ポリニヤは

1．海氷城内で直線的でない輪郭で囲まれた

　開水面．

2、1のような海氷域内で砕け氷が浮いていた

　ERアルゴリズムによるSSM／1の海氷分類図

を図5－aに示す，同日のAVHRRの画像（図5－b）

と比較すると氷盤，薄氷，ポリニヤ，沿岸定着

氷の分類が良く表現されていることがわかろ，

さらに，陸地の影響による沿岸部のノイズ（長，
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図5．1996年3月30日のオホーツク海の海氷分布

　　（a）SSM／1データを使用したERアルゴリズムによる海氷分布図

　　（b）AVHRRのch1，ch2の合成可視画像

園

図6．1997年2月7日のサハリン周辺の海氷分布

　　（a）　SSM／1データを使用した

　　　　　　ERアルゴリズムによる海氷分布図

　　（b）　AVM　Rの合成可視画像

　　　　（i）氷盤域　（ii）薄氷域　（iii）新生氷蜜
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1996）が減少し，空間分解能が2倍になったこ

とから北海道等の沿岸付近での海氷分布も議論

できるようになった，

　詳細な可視画像との比較をするために，AVHRR

の分解能より約70倍高精度のAVNIRの画像と

比較した．AVNIRがこの高分解能から新生氷・

ニラスと開水面の判別か可能であることを利用

し，サハリン東部沿岸とテルペニア湾において

氷盤域，薄氷域，新生氷城と比較した．

　結果として，サハリン東部沿岸を東樺太海流

に乗って南下してくる氷盤群とそれより沖の薄

氷域とは明瞭に区別できた．また，テルペニア

湾の新生氷も開水面や他の薄氷域と区別ができ

ていた，

5．まとめ

　85GHzを使用した新しい海氷分類アルゴリズ

ムとして85GHzの垂直偏波と37GHzの垂直偏波

の比ER」7v．85vと85GHzの垂直偏波と19GHzの水

兵偏波の比ERIgll．8》を定義した．　Weather　Filter

にはComiso（1994）のTB22、一TBIg，を用いた．

これらのパラメーターを海氷分類を行った．

　その結果，従来のアルゴリズムの2倍の分解

能であるため，これまでわからなかった現象や

細かい地形の結氷状態まで判別できた．また，　．

従来より表現力が豊かな海氷の表面状態の分類

ができた．

用にはまだ問題がある，今後はこれを解消し，

オホーツク海と同様な季節的に結氷するバレン．

ツ海，ポリニヤが見られるラブテフ海，ノース

ウォーター等，現地の実測データが取られてい

る地域との整合性を検討したい．
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