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機械学習による超解像技術を活用した詳細な深海海底地形図の作成

伊藤喜代志＊

Efficient Bathymetry by Learning-Based Image Super Resolution 

Kiyoshi ho* 

Abstract 

This research aims to efficiently create detailed bathymetric charts. Our approach is to obtain fine 

seafloor details from coarse depth measurements only, making full use of existing data and minimizing 

new observation. To this end, treating gridded bathymetric data as digital images, we propose to apply 

super resolution, which is a technique to enhance image resolution, to bathymetry. Specifically, we 

employ learning-based super resolution to automatically extract characteristic features of bathymetric 

images. In experiments, we prepared pairs of low and high-resolution images, and let a deep neural 

network learn their relationship and estimate a high-resolution image from each low-resolution one. Then, 

we evaluated results in terms of numerical error and visual quality, and confirmed that the proposed 

method can recover detailed seafloor structures more plausibly than naive interpolation. 

,.はじめに

近年，人工知能は分類・予測•最適化・画像解析·音

声認識など様々な分野で利用されてきている。本論では，

水産工学分野への人工知能（深層学習）の導入のうち，

特に画像解析技術を活用した深海海底地形図詳細化の事

例を紹介する。海底地形図は，水産海洋全般に関わる基

本情報である。水産工学分野におけるデジタル海底地形

データの応用は，魚礁台帳の管理にGIS（地理情報シス

テム）が導入されるようになってからである。魚礁は水

深200mよりも浅い海底に設置されるが，本論が対象と

する海底は平均水深3000mと言われる全大洋における深

海底である。一般に浅海も深海も詳細な海底地形図の作

成には高額な費用を要する。特に，熱水鉱床で知られる

わずか数km四方の深海底の詳細海底地形図の作成には，

1日1000万円以上の調査船費用（全体で 5偉～10億円）

が掛かると言われている。この深海探査の費用を大幅に

削減し，全大洋の詳細な海底地形図を効率的に作成する
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ために現在， Seabed2030というプロジェクトが進め

られている。これは， GEBCO(General Bathymetric 

Chart of the Oceans) と日本財団が2030年までに，全

大洋において空間解像度100m以下（現在は空間解像度

約900m)の詳細海底地形図の作成を目的としている。

Seabed2030プロジェクトに採択された 3つの研究開発

チームの1つであり，機械学習（深層学習）の画像解析

技術を活用した高精度な深海海底地形図作成システムの

開発について概説するものである。

2.超解像とデジタル海底地形図

機械学習による画像解析には，防犯カメラの顔認証等

に使われる超解像と呼ばれる画像の高精細化がある。地

形データを等間隔の配列（グリッド）データに加工し，

水深毎に色分けすると画像と見なすことができる。本研

究開発ではこの海底地形画像に対して超解像技術を適用

した，すなわちGEBC030arc海底地形データの空間解像

度約900mの粗い海底地形画像から，空間解像度125m
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(8倍の超解像）の高解像度海底地形画像を生成する学

習モデルの開発を行った。学習モデル開発において最も

重要なことは， Fig.1に示すように，如何に地形的特徴

を再現するか，言い換えれば地形の凹凸である高周波成

分を再現するかである。

地形的特徴の抽出には，画像の画素数を出来るだけ多

くすることが望ましいが，画像サイズの増加は，コンピ

ュータ (GPU)の負荷増大に繋がる。ここでは日本近海

を16分メッ シュ，約30km四方の海域に分割し，各海域

において空間解像度約900mの画素32X32の粗いオリジ

ナル画像と256X256の空間解像度約125mの高解像度画

像（お手本）をペアとする教師用データセットを生成し

た。教師用海底地形データの元となるデータは， NOAA

（アメリカ海洋大気庁）が提供するMGD77フォ ーマッ ト

60x60(900m) 
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/

ヘ
/

Fig. l Create detailed images from rough images 

のマルチビームデータを除いた測深データである。Fig.

2に用いた測深データの航跡図を示す。

学習に用いた教師用データセットの総数は約 4万件で

あるが精度向上には10万件以上の深海を対象とする教

師用データが必要である。なお，一般に浅海域と深海域

の海底地形では，その成因や変形の過程が異なるため，

教師用データとしては．水深毎に分けて処理をすること

が望ましい。しかし，本研究開発ではデータ総数が少な

いこともあり，水深数十mから8000mまで 1つの教師用

データセットとして扱った。 Fig.3に開発したシステム

の概要を示す。

3.敵対的生成ネットワークGANを用いた超解像

本研究開発では．学習モデルの開発に当たり，以下の

2つの目標を掲げた。すなわち．①既存の粗い海底地形

データの詳細化．②生成した詳細海底地形データの精度

評価である。後者の目標は，莫大な調査費用が掛かる深

海調査において， どこを重点的に調査すればコストダウ

ンを囮ることができるかを決める重要な指標を得ること

である。この 2つの 目標を達成するために，超解像の手

法としてGAN(Generative Adversarial Network) と

呼ばれる敵対的生成ネットワークを採用した。GANは

生成器と識別器の 2つの学習モデルから成る。生成器で

は粗い海底地形画像から，できるだけお手本に近い高精

度な海底地形画像を生成する。生成器単体の手法として

本研究開発では， SegNet.ResNet, DCSCN, SRResNet 

(SRGANの生成器）等最新の超解像手法を試した。さら

にDCSCNにフーリエ変換を組み合わせたものSRResNet

にtotalvariation正則化を加えたものも検討した。一方

識別器はお手本なのか生成器から出力なのかを見分ける

Fig. 2 Original sounding data used for analysis 
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（教師用データペース構築）
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Fig. 3 Outline of high precision seafloor topography image creation system 

判定用の学習モデルで，両者の精度を高める学習を繰 り

返すことで，本物と区別できない画像を生成する仕掛け

である（この関係は一般に偽札製造器と偽札判定器の関

係に例えられる）。識別器については， SRGAN(l) を発

展させたESRGAN(2) をベースに開発した。本学習モ

デルの概要をFig.4に示す。 また，Fig.5は予備実験と

して地上地形画像 (SRTM)を用いて学習させた生成器

だけの生成画像 (ESRResNet) とその後GANを施し

て生成した画像 (ESRGAN) 及び従来手法のBicubic画

像との比較を示す。このFig.5か らGANを施すことによ

り．尾根や谷が一層クリアになることがわかる。

4.誤差解析と検証

邑 j"＂"
•E戸玉●
一呵皿躙］/
Fig. 4 Learning model developed to obtain super resolution 

(see Wang et al., "ESRGAN" arXiv, 2018.) 

画像パターン解析においては，生成した画像とお手本

となる高精度画像の誤差を判定する方法として，MSE

（平均 2乗誤差）がよく用い られる。 しかし， MSEの最

小化は高精度海底地形画像の生成を目 的とする本研究開

発においては必ずしも良い判定方法とは限らない。す

なわち．地形の特徴である山や谷を引き 立たせることと． 根本的に異なる。すなわち，従来の空間補間手法では未

画像全体の誤差を最小化することの両方を満足させるこ 測深海域に数点の実測深データを追加することで．誤差

とは難しく ．本研究開発ではESRGANのパラメ ータを を小さくすることが可能である。 しかし，超解像技術に

調整する新しい判定方法を考案した。考案 した学習モデ よる海底地形の詳細化は．点ではな く面的パタ ーンから

ルは．従来の空間補間による海底地形回の作成手法とは 地形を推定するため．測深点の追加は必ずしも精度向上

正解 Bicubic ESRResNet ESRGAN 

Fig. 5 Comparison of images by ESRGAN and images by 
other methods 
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ESLグI炒ドデータ Gebco30arcデータ(J;H交用）

Fig. 6 Comparison of rough seafloor topography and high precision seafloor topography 

に寄与しない。一方，面的パタ ーンによる解析は測深点

の少ない海域においても，より精度良く面的に海底地形

を推定できるという利点がある。Fig.6は，空間解像度

900mの粗い海底地形 (GEBC030arc) と開発した学習

モデルにより生成した空間解像度125mの高精度海底地

形との比較図を示す。

5.ま と め

学習モデルの開発において，これまで提案されてきた

様々な手法を試した結果 最も低いMSEや地形特徴を

表す手法として， 尾根や谷を鮮明に再現するESRGAN

を地形画像用に改良・学習した超解像モデルを開発した。

人工知能の進歩は著しく ，オープンアクセスのarXiv.org

では，ニューラルネットワークに関する論文の投稿が毎

月1000件を超え，世界同時に提案と検討がなされており，

半年前の手法が時代遅れという状況になることも珍しく

ない。現在，水平空間解像度の10％以内に鉛直誤差が収

まることを目標に， さらなる学習モデルの改良を進めて

いる。超解像技術を活用した地形の詳細化は，従来の補

間方法とはま ったく手法の異なるものであるが，本研究

から従来手法より高精度化が図れることが明らかとなっ

た。今後は精度向上はもとより ，マルチビームのノイズ

自動除去や広範囲な測深データ欠落海域における地形推

定に，この機械学習による超解像技術を活用し，さらに

効率的かつ高精度に深海海底地形圏を作成できるシステ

ムの開発を目指したい。
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