
  
  藻場や磯焼け域の把握に関わる新たな装置や技術

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 梶原,瑠美子

桑原,久実
濱田,保夫
中嶋,泰

発行元 日本水産工学会
巻/号 51巻3号
掲載ページ p. 221-226
発行年月 2015年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工学 Fisheries Engineering 
Vol. 51 No.3， pp.221 ~226， 2015 

[報文]

221 

藻場や磯焼け域の把握に関わる新たな装置や技術

~廉価版サイドスキャンソナー ラジコンヘリ 間欠撮影カメラの利用~

梶原瑠美子1*・桑原久実1

漬田保夫2 ・中嶋 泰3

Use of Inexpensive Side-scan Sonar， Radio-controlled Multicopter 
and Interval Camera to Monitor the Seafloor Habitat 

Rumiko KAJIHARA1*， Hisami KUWAHARA1 

Yasuo HAMADA2 and Yasushi NAKAJIMA3 

Abstract 

It is important to monitor出巴 seafloorhabitat on a r巴gularbasis for early detection of “Isoyake" ， which 

means sea desertification， and identifying tbe reason. Because traditional monitoring techniques， diving 

survey， take much time and energy to obtain spacious and periodical information of tbe seafloor habitat， 

new monitoring methods are necessary for the continuous management of macrophyte benthos bed 

Recently， high-performance monitoring devices are sold at low price and used to examine distribution of 

marine bottom material and vegetation and behavior of herbivorous fishes. This report introduces three 

monitoring devices， inexpensive side-scan sonar， radio-controlled multicopter and interval camera 

1.はじめに

磯焼けを初期の段階で感知し藻場形成の阻害要因を

特定して，藻場回復のための的確な対策を実施すること

により，早期の回復が期待される。磯焼けを感知し，藻

場形成の阻害要因を特定するには，海藻の季節変動など

の一時的な藻場の消長を考慮しながら，海底の景観変化

を把握することが重要であり，定期的に海底を観察して

おくことが必要である。また，磯焼け対策実施後に， 目

標達成を判断し次の対策にフィードバックするためにも，

海底景観のモニタリングは重要である。

磯焼け対策ガイドライン1)では，海底景観の観察方法

2014年9月22日受付， 2014年12月5日受理

として，潜水や箱めがねを用いた船上観察などが記載さ

れている。また，藻場形成の阻害要因の一つである植食

性魚類による食害の有無を特定するには，一時的な潜水

観察だけではなく，簡易な現地実験として保護区と非保

護区での海藻移植実験なども紹介されている。

効率的な磯焼け対策を行うためには，定期的に点では

なく面で場を広域的に把握する必要がある。しかし広

域の底質(砂，磯，岩など)や藻場の分布，植食性魚類

による食害の有無を潜水調査や現地実験のみで把握する

には，莫大な労力や時間を要し，今後，持続的な藻場管

理を行っていくためには，簡易で安価な観測手法が不可

欠である。

キーワード.間欠撮影カメラ，藻場，モニタリング，ラジコンヘリ，廉価版サイドスキャンソナー

Key words : inexpensive side-scan sonar， interval camera， monitoring， radio-controlled multicopter， seaweed bed 
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最近では，安価で高性能な観測機器が販売されており，

これらの機器を潜水調査や現場実験とともに用いること

で，定期的な広域の海底景観の把握につながると考えら

れる。本報では，実際の使用例を中心に，底質や藻場分

布の把握に利用されている廉価版サイドスキャンソナー，

ラジコンヘリおよび植食性魚類の行動把握に利用されて

いる間欠撮影カメラの概要について紹介する。

2.廉価版サイドスキャンソナー

遊漁用の安価な音響測器が，年々高性能になり，東日

本大震災時には水中がれき調査など，海底探索に広く使

われるようになった2.3)。本報では，一般的に廉価版サ

イドスキャンソナーと称されている物の中から，ストラ

クチャースキャンソナー付きGPS魚探 (LOWRANCE社

製， HDS-I0)4)での底質や藻場の分布把握の事例につい

て紹介する。

音波を放射し物体からの反射を観測する音響測器は，

太陽光の反射を利用する空撮と異なり，天候や水質の影

響を受けにくく，光の届かない深い海域まで観測するこ

とが可能で‘ある。また，ストラクチャースキャンソナー

付きGPS魚探では，魚探とは別に，ダウンスキャンおよ

びサイドスキャン機能を有し， 3つのデータを一度に得

ることができる。魚探の周波数が50から200kHzで、ある

のに対し，ダウンスキャンやサイドスキャンの周波数は.

455や800kHzと高く，音波が届く距離は狭くなるが，よ

り詳細な海底情報を取得することができる。また， ビー

ム幅が魚探では自船真下の全角20度や120度，ダウンス

キャンでは6度で船下の鉛直方向の反射情報を得ること

ができ，サイドスキャンのビーム幅は片舷75度であるた

め，水深の約 3-4倍の左右の海底反射情報を得ること

ができる3)。これらの特徴から，魚探機能やダウンスキ

ャン機能は水深図や藻場分布図，サイドスキャン機能は

底質分布図の作成に利用されている5)。

一方で，船が立ち入れない浅海域は調査できないこと

や，データ解析に手聞を要することが問題点として挙げ

られる。しかしアマモ場では被度や藻長を自動で‘検出

するソフトウエアも開発されており 6) 今後，岩礁域に

おける海藻の自動検出ソフトウェアの開発も期待される。

ストラクチャースキャンソナー付きGPS魚探でどのよ

うな情報を得ることができるのか，同一測定時の魚探，

ダウン，サイドスキャンデータをSonarTRX(Leraand 

Engineering Inc.社製)で表示させた画像とともに，潜

水し水中カメラで撮影した海底景観の写真をFig.lに示

す。この場所は，砂地に転石が人為的に投石された海域

で，転石の上にはクロメ (Eckloniakurome)が，藻長

約 1m，被度100%近く繁茂している。魚探，ダウン，

サイドスキャン画像は，左側が過去のデータになり，よ

り新しいデータは右側に表示される。また，画像上部か

ら下部になるに従って放射した音波の反射に時間を要し

ており，上部は海表面，そして下部が海底面の反射とな

る。反射の強弱は，白黒の濃淡で表され，反射の小さい

水中は黒く表示されている。魚探では，水中の小さな魚、

を認識し易いが，海底面の詳細な形状を確認するのは難

しいことが判る。一方，ダウンスキャン画像では，底質

を詳細に確認することができ，特に鉛直方向の反射強度

の違いから，海底付近に注目すると，海底面の強い反射

の上の不明瞭な形の弱い反射物として海藻を判別できる。

また，サイドスキャン画像では，砂地での転石の水平方

向の広がりを詳細な画像として確認することができる。

さらに，サイドスキャン画像を斜距離補正後に座標上に

配置したモザイク画像に変換することで，船下のみでは

なく，両左右水深3-4倍の範囲の砂，磯，岩礁などの

底質分布を座標上で把握することが可能となる。そのた

め，藻場はダウンスキャン，底質分布はサイドスキャン

が適していると考えられる。

次に，藻場の季節変化の観察事例として，同じ海域を

異なる時期に観測したダウンスキャン画像をFig.2に示

す。各ダウンスキャン画像の右側の地点では，周辺10m

程を潜水観測した結果， 2012年10月は主に藻長20cmほ

どのマクサ (Gelidiumelegans)が被度50-80%で繁茂

しており， 2014年3月にはマクサとともに藻長 1から

1.5mのホンダワラ科 (Sargassaceae)のヨレモクモドキ

(Sargassum yamamotoi)が被度60%程度で繁茂していた。

2014年3月のダウンスキャン画像では，右但uの海底面の

強い反射の上に， 10月にはなかった反射物が現れており，

この反射はヨレモクモドキによるものと考えられる。そ

のため，同じ場所を定期的にストラクチャースキャンソ

ナー付きGPS魚探で観測することにより，大型海藻類の

季節変化を把握できることが示唆された。

3.ラジコンヘリ

ラジコンヘリの中でも，シングルローターヘリに対し

て，モーターの回転数制御のみで飛行可能なマルチロー

ターヘリは，近年活発に研究開発やビジネス展開が行わ

れている7)。マルチローターヘリでは，操縦が容易にな

り，自律制御モードを有する機器も増え，オペレーター

の負担が少なく広範囲を撮影することが可能となってい

る。本報では主にマルチコプタ (MK-Kopter社製，

MK-8)8)での空撮による藻場観察の事例を紹介する。

マルチコプタは，免許不要で高度300m以内なら自由

に飛ばすことができる。カメラの性能に依存するが，

10cm以下の分解能で、300-400mの範囲を一枚の画像に

撮影することが可能で、ある。風速12m/s以下なら飛行可

能で，操作可能範囲は lkmである。天候やバッテリー

によるが， 1回で約10分間，距離約2.5kmの飛行がで、き

る。そのため，音響測器を利用できない浅海域の情報を
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(a) Underwater camera 

(b) Sonar (c) Down-scan 

(d) Side-scan (Left) (e) Side-scan (Right) 

Fig. 1 An example of images of (a) underwater camera， (b) sonar， (c) down-scan， 
(d) side-scan (left) and (巴)side-scan (right) . 

(a) October 2012 (b) March 2014 
Fig. 2 Seasonal change of seaweed bed on images of underwater camera and down-scan. 
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(b) March 2014 

Fig. 3 Seasonal change of seaweed bed on images of underwater camera and multicopter. 

Fig. 4 Horizontal dis仕ibutionof Sargassum yamαmotoi 
based on supervised classification. 

取得でき，衛星画像などよりも高解像度で高頻度に任意

の場所を撮影できるため，沿岸の詳細な面情報を取得で

きることが利点である。また， 目印となる物が少ない海

域では利用が難しいが，陸域では複数の画像を l枚の画

像に自動で合成するソフトウェアも販売されており(例

えば. Agisoft LLC社製. AgiSoft PhotoScan).画像処

理が容易になったことで，陸域では様々な分野で利用さ

れている。

一方，課題としては，天候や水質による影響を受けや

すく，水中の鉛直方向の情報や水深の深い海域の海底情

報を取得することができない点や，長距離の掩影には時

間を要し，また，振影した画像に位置情報を持たせ，画

像から藻場を分類する画像処理を行うため，手間や技術

が必要となる点が考えられる。しかし近年は画像処理

が行えるフリーのソフトウェアなども公開され，海域に

おいても空振画像を利用しやすくなってきている(例え

ば. QGIS9). RSpIO). LIA3211). GIMp12))。

藻場の季節変化の観察事例として，同じ海械を異なる

時期に撮影した空撮画像をFig.3に示す。これらの画像

は. ArcGIS (ESRI社製. ArcGISIO) 上で位置情報を
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持たせる幾何補正を行った。 2013年11月に振影された場

所は，水深5mの地点で、潜水による 1m方形枠取り調査

ではマクサが被度約50%. 藻長5cm程度のヨレモクモド

キが約40%繁茂していた。 2014年3月では，マクサは被

度約40%であったが， ヨレモクモドキは藻長が1.5mま

で成長し被度は60%程度であった。そのため. 2014年

3月の画像では.11月の画像に比べ，画像中央部が褐色

に変わり，ヨレモクモドキが広く分布していることが確

認された。

次に. Fig.4に2014年 3月の空振画像で教師付分類を

行った例を示す。 ArcGISを用いて，潜水調査でヨレモ

クモドキの繁茂が明らかになっている場所を教師に設定

し教師付分類を実行することで¥ヨレモクモドキの分

布範囲をその他の海域から分類させた。また，投影座標

系を設定することで，空撮画像上でのヨレモクモドキ場

の面積を算出可能で、ある。この例ではヨレモクモドキ場

は，約650m2と算出された。

潜水調査とともに空撮画像を用いることで，藻場の面

間欠撮影カメラを選ぶことで，活用の幅は広がっている。

これまで，カメラの前に固定された様々な海藻への摂

餌行動の確認による植食性魚類の摂餌選択性の解明や，

刺網除去前後での魚の写る頻度から食害対策効果の検証，

また，刺網による効率的な植食性魚類の除去手法の検討

にインターパルカメラが用いられている15-17)。

中嶋ら15.16)は，ブダイ (Calofomusj，ゅonicus)の摂餌

選択性と刺網除去効果の検証にインターパルカメラを利

用した。刺網除去前後におよそ 1ヶ月間隔で，撮影間隠

を10秒に設定し，インターバルカメラから約 2m離れた

前方に，ノコギリモク (Sargassummacrocarpum)お

よびクロメを餌として海底に固定し. 1日から 4日間撮

影を行った。撮影開始時に，餌の海藻付近で予めスケー

ルをインターバルカメラで撮影しておくことで，写真に

写った魚の大きさを推定することも可能である。撮影さ

れた商像はコマ毎に植食性魚類の種類，尾数，大きさ，

行動(摂餌，接近，遊泳)を解析し刺網除去の実施前

後での植食性魚類の出現頻度や摂餌行動から，摂餌選択

的な変化を観察することが可能であることが示唆された。 性と刺網除去効果を検証している。

4.間欠撮影カメラ

陸上植物などを対象に，高画質で設定が容易ながら，

設定した時間毎に自動的に写真を撮影し長時間の被写

体の時間経過による変化右手軽に観察することが可能

な間欠撮影カメラが安価で販売されるようになっている。

本報ではインターバルカメラ(キングジム社製， レコ

ロ)13.14)での植食性魚類の行動観察の事例を紹介する。

カメラの有効画素数は30万から200万画素に最近改良

され，より鮮明な画像を取得できるようになっている。

また，本体を直接水中に設置することはできないが，防水

ケースを利用することで，水深約40mの海底でも利用され

ている(南里海児氏，私信)。撮影されたデータはAVI形

式の動画でSDカードに保存されるが，変換ソフトウェア

(iWisoft Corporation製. iWisoft Free Video Converter) 

でコマ分解することにより. 1枚毎の画像を解析するこ

とが可能である。間欠撮影を行うことで，ビデオよりも

長時間の撮影が可能である。 1秒間隔では 1時間程度だ

が. 10秒間隔で約8時間. 1分で約 1日. 1時間では41

日程度の撮影が可能である14)。固定された撮影範囲の

みの時間変化を明らかにすることができるが，本体が安

価であるため，多くの場所に設置することで広域の観察

が可能である。

課題としては，短い撮影間隔での長時間撮影や，夜間

には他に光源が必要な点が挙げられる。長時間撮影には，

5秒間隔で約17日間. 10秒間で約30日間撮影可能な

Brinno社製CBR-TLC200やCBR-GWCなどを利用した

り，撮影可能枚数は1000枚だが自動発光するPENTAX

社製WG-IIやEを併用するなどして， 目的にあわせて

また，桑原ら17)は，これまでの調査によりノトイス

ズミ (Kyphosusbigibbus)が冬期に消波ブロックに嶋

集することが明らかとなった場所において，ノトイスズ

ミの日周行動を把握するためにインターバルカメラを利

用している。ノトイスズミの除去には刺網が有効である

ことが報告されているが18) 消波ブロック周辺では波

浪の影響を受けやすく，安全に刺網を実施するには，短

時間で刺網を回収できた方が良い。そのため，一日の内

でノトイスズミの群集がブロックから離れる時間やブロ

ック内で一部に集まる時間などを明らかにしその時間

に合わせて刺網を設置することで効率的なノトイスズミ

の除去方法を検討した。長径約50m. 短径約20mの範囲

にある消波ブロック帯を囲み，様々な方向が写るように

10台のインターバルカメラを.10秒間隔で一昼夜設置し

た。インターバルカメラでの撮影画像の例として，ブロ

ックから外海に向けて撮影された 2分間の写真を. Fig. 

5に示す。始めの写真ではノトイスズミは写っていない

が，左から右，右から左へと 2分間の問もブロック周辺

を移動していることが写真から判断できる。そのため，

植食性魚類の尾数をコマ毎に解析しそれぞれのカメラ

での出現数を比較することで，植食性魚類の行動パター

ンを解明し刺網を設置する時刻や時間を検討するのに

用いている。

5.おわりに

本報では主に 3つの観測機器について紹介した。技術

の進歩や活発なビジネス展開により安価で高性能な観測

機器が次々と販売されており，今後これらの機械が広く

普及し，持続的な藻場管理につながることが期待される。
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Fig. 5 An example of irnages of interval camera. 
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質疑応答

吉田(静岡県)・廉官lIi版のサイドス キャンソナーについ

て質問します。アマモは計測できるようですが，

他の海藻はどこまで判別できますか ?

回答:砂質土のアマモは検出しやすい。岩礁域ではホン

ダワラ類とアラメ ・カジメは判別できるが，その

他の海藻となると難しい。藻長も検出できるの

で，藻長で極をある程度判断できる。

綿貫 (アルファ水工) 小池氏が発表したように，サイ

ドスキャンソナーで藻場を検出 した際に水中カメ

ラを入れれば，どのような藻場か判断できます。
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