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磯焼け対策のための間接的藻場分布モニタリング方法

水産土木チーム

１．はじめに

　藻場は、沿岸浅海域において海藻や海草が繁茂して
いる場所、およびそれらの群落や群落内の動物を含め
た群衆を意味する1）。藻場の機能は、海域の基礎生産
だけでなく、多様な生物の生息場創出、水質浄化など、
生態系の保全において重要な役割を有している。しか
し、近年、日本沿岸域では「磯焼け」と呼ばれる岩礁・
転石域における大規模な藻場の消失が問題となってい
る。平成18年度に水産庁より磯焼け対策ガイドライン
が策定1）（平成26年度改訂2））されるとともに、平成19
年度から毎年、磯焼けに関する情報交換を行う磯焼け
対策全国協議会が開催され、現在も全国各地で磯焼け
対策が活発に行われている。
　磯焼けを感知するためには、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、海底の海藻繁茂
状況（藻場分布）の変化を適切に把握することが重要で
ある。そのため、磯焼け対策において、定期的な海底
モニタリングは必要不可欠である。
　藻場分布を把握するためのモニタリング方法は、直
接的方法と間接的方法の2つの方法に分類される3）。直
接的方法は、人間が直接観察する方法で、従来から行
われている潜水や船上からの目視観察などである。潜
水調査の方法としては、汀線から沖向きにメジャー付
ロープを張って測線とし、測線上を潜水し、一定間隔
毎に海藻の被度（一定面積当たり海藻が海底を覆ってい
る割合）などを調べる、ベルトトランセクト法が広く用
いられている1）。間接的方法は、センサで観測するリモ
ートセンシングと呼ばれる手法で、魚群探知機などの
音響学的手法と人工衛星画像や航空写真などの光学的
手法に分けられる。現在、広範囲を効率的にモニタリ
ングするための手法として、簡易で安価なリモートセ
ンシング方法が着目されており、開発や利用が進んで
いる。
　当チームにおいても、ラジコンヘリによる空撮写真
や人工衛星画像を用いた海藻の分布面積、被度や現存
量などの藻場の定量的算出方法の開発に取り組んでい
る4）。

図－1　空撮写真による藻場分布　文献4）を改変

（A） 空撮写真（背後小段付防波堤、長さ100m）、（B） 藻場分布

　一例として、潜水調査と組み合わせた空撮写真の画
像解析による海藻被度毎の藻場分布図を図－1に示す。
潜水調査では、解析対象域内15地点で1m 方形枠内の
海藻被度を調べている。潜水調査結果だけでは点情報
であるが、空撮写真を用いることで面的に藻場分布を
把握することが可能である。
　本報では、磯焼け対策を効率的に行うための、リモ
ートセンシング技術を活用した2つの間接的モニタリ
ング方法について、基本的な原理や最近の利用事例な
どの概要を紹介するとともに、より広域的に藻場分布
を把握できる手法として期待されている人工衛星画像
による藻場把握で課題となる水による光減衰などの影
響に関して、広く用いられている水柱放射量補正方法
について詳説する。

２．音響学的手法と光学的手法の違い

　各手法で利用する音と光の一般的な特徴としては、
音波は、液体・気体・固体を問わずに良好な透過性を
持っている5）。一方、光や電波などの電磁波は、空気中
と異なり、水中や固体中へは透過しにくい物理的性質

解　説
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を持っていることが挙げられる。このように各手法に
おいて原理や利点が異なるため、藻場モニタリングで
は目的に合わせ利用されている。

２．１　藻場モニタリングの原理

　リモートセンシングによる間接的な藻場モニタリン
グにおいては、音響学的手法では、音響測器より発せ
られた超音波が対象物から反射された情報を受信し利
用している。一方、光学的手法では、光学センサによ
り、太陽光の対象物による反射を観測している。
　音響学的手法では、海藻の反射を識別できる周波数
やビーム幅の音響測器を用いる必要がある。超音波は、
砂などの柔らかいものからは弱く、岩などの堅いもの
や海藻類などの気体を含むものからは強く反射される
特性を有している。この特性を利用することにより、
反射強度の違いから海藻や海草類と水とを識別するこ
とが可能である。音響測器としては、周波数やビーム
幅などが異なる、魚群探知機、サイドスキャンソナー、
ナローマルチビームソナーなどが船に取り付けられる
などして用いられている。
　これらを用いる利点は、天候や水中の懸濁物の影響
を受けにくく、光の届かない水深の深い海域まで観測
することが可能であり、水中での鉛直方向の情報など
も得られる点である。しかし、空間分解能が測器の性
能とともに水深や船速などに影響され、情報が得られ
る空間範囲は航路周辺のみである。そのため、詳細に
広範囲を観測したい場合は、長距離、長時間の観測が
必要であり、船が立ち入れない浅海域は調査できない
ことなどが短所に挙げられる。
　一方、光学的手法では、水中での透過率の高い可視
域の波長帯の情報をもち、パッチ状に分布する藻場を
捉えられる高い空間分解能の光学センサが必要であ
る。光の波長により海底被覆物（砂、岩などの基質や、
海藻など）毎に光の反射特性が異なるため、海藻を識
別することができる。光学的な藻場把握には、様々な
光学センサやプラットフォーム（ラジコンヘリ、航空機
や人工衛星などセンサを搭載する移動物）が用いられ
ている。光学センサにより観測する波長帯や精度など
が異なり、プラットフォームにより撮影高度が違うた
め、組み合わせにより地上分解能や撮影範囲が異なる。
　光学的手法の利点は、船が入れない浅海域も含め、
広域の面情報を同時に取得できる点である。短所は、
天候の影響を受けやすい点である。ラジコンヘリは強
風時には使用できない。また、航空機や人工衛星では
撮影が可能であっても、太陽光の反射を利用している

ため、夜間、雲、深場、海面での強い反射や水中が濁
っている場合などは、海底からの反射情報を得ること
はできない。加えて、人工衛星は撮影周期があり、定
期的に同じ場所の衛星画像を取得できるが、必要な時
期の画像が入手できるとは限らない。
　また両手法ともに、高分解能で広域の情報を得るに
は多額の費用が必要になるため、対象範囲や必要な分
解能により最適な手法を選択することが重要となる。

２．２　最近の利用事例

　これまで高性能な音響測器は高価な物が多かった
が、最近では安価な遊漁用の音響測器が高性能になり、
調査現場で使われ始めている6）。しかし、遊漁用音響
測器より得られたデータから岩礁域の海藻を自動で識
別する解析ソフトなどは販売されていないため、反射
強度画像の目視での確認に留まっている。例えば、遊
漁用の GPS 付ダウンスキャンソナーを用いた場合7）、
クロメのような気泡を持たないコンブ類の検出も可能
であることが確認されており（図－2（A））、同じ場所
を定期的に観測することで藻場モニタリングに有用で
あることが明らかになっている（図－2（B、C））。
　しかし、間接的モニタリング手法により得られた情
報だけで海藻種を識別するのは困難であることが多い
ため、識別には水中カメラなどで撮影された画像で確
認する必要がある。そのため、山口県では、魚探とビ
デオをつなげたシステムが作成され用いられている8）。
また、研究機関ではマルチビームソナーなどの高性能

図－2　海藻のダウンスキャン画像　文献7）を改変

上段は水中カメラ写真、下段は周波数455kHz、ビーム幅が自
船真下の横方向全6度でのダウンスキャン画像。（A） 強い反射
の礫場上に弱い反射物としてクロメが確認できる。（B） 2012年
10月と （C） 2014年3月の観測結果を比較することにより、ホン
ダワラ類の季節繁茂が確認できる。
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空機による空中写真と異なり、様々な水深の海域を広
範囲に撮影した衛星画像を藻場分布把握に用いる場
合、「水中での光の減衰」を適切に取り扱うことが課
題となる。光は水深とともに指数関数的に減衰するた
め、同じ海底被覆物であっても、浅い場所と深い場所
では、センサで得られる値が異なる。そのため、衛星
画像データからこの光減衰の影響を取り除く「水柱放
射量補正」を行い、海底からの反射情報を得る必要が
ある。衛星画像のピクセル毎に水深情報を取得できれ
ば理論上補正可能であるが、地形変化に富むサンゴ礁
域や岩礁域では、正確な水深情報の取得は困難である。
このため Lyzenga（1981）15）は、2つのバンドによる消
散係数比を用いることで水深情報を必要としない水柱
放射量補正手法を提唱しており、サンゴ礁域や岩礁藻
場域での有用性が確認されている16，17）。以下にその手
法について概説する。
　人工衛星に搭載された光学センサに記録される放射
輝度と海底反射との関係は、（1）式および図－3で示さ
れる18）。

（1）

な機器を用いた高度な藻場把握手法も開発されている
9）。今後高性能な機器が入手しやすくなるとともに、
専用ソフトの開発によりデータ解析の簡便化が進むこ
とが望まれる。
　光学的手法においては、最近ではマルチコプタなど
の操作が簡易なラジコンヘリが安価で購入出来るよう
になり、現場での使用事例が増えている6）。また、マ
ルチスペクトルスキャナーと航空写真を併用した大規
模な藻場モニタリングが長崎県で行われ、得られた藻
場分布図を用いて、藻場の減少と漁業生産との関係に
ついての考察なども行われている10）。北海道では、高
分解能人工衛星（分解能3－4m）や航空写真の藻場調査
への適用可能性を検討する11）とともに、航空写真より
得られた藻場分布と、現地観察によるニシン産卵床の
分布の関係について検討し、ニシンの資源回復に向け
た取り組みが行われている12）。

３．人工衛星画像を用いた藻場分布把握

３．１　人工衛星画像

　光学的手法のうち人工衛星画像に関しても、最近で
は空間解像度が高いものが入手しやすくなり、広域の
藻場分布把握に用いられている。特に透明度の高いサ
ンゴ礁域では活発に海底被覆物の分布図作成が行わ
れ、ハンドブックなども刊行されている13）。
　日本では2006年に打ち上げられた衛星だいち

「ALOS」により、比較的安価に地上分解能10m のマル
チスペクトル画像が得られるようになった。この衛星
画像は、観測幅70km、高性能可視近赤外放射計2型

（AVNIR-2）のマルチスペクトルセンサにより、可視・
近赤外域の4つの波長帯（バンド1；0.42 – 0.50 μm、2；
0.52 – 0.60 μm、3；0.61 – 0.69 μm、4；0.76 – 0.89 
μm）でのデジタルナンバー（DN）が0-255の範囲で画像
ピクセルごとに示されている。DN に各バンド固有の
係数を乗ずることにより、放射輝度に変換することが
できる。これまで、予算や時間面の制約により、全国
の藻場を統一した方法で計測した事例はなかったが、
予算や時間面で現実的な ALOS/AVNIR-2画像の出現
により、日本全国の藻場を網羅的に解析可能とする藻
場抽出方法の開発が試みられている14）。ALOS は2011
年に運用は停止しているが、より高性能な ALOS-3の
運用が計画されており、その利用が期待されている。

３．２　水柱放射量補正手法

　撮影範囲が狭く空間分解能の高いラジコンヘリや航

z

ri

ai

Lsi

L

g ki

図－3　光学センサに記録される放射輝度の概念図

　ここから、（1）式の2バンドの比を計算することによ
り、水深情報を必要としない（2）式で示される海底被覆
物指標 DI（Depth – invariant Index）が提案されてい
る15）。kij は消散係数比、添字 i，j はバンドを示す。

（2）

　例として、砂と海藻の2つの海底被覆物タイプでの

Lは放射輝度、Lsは大気および海面からの散乱光の放射輝度（水
深が深い地点で観測した放射輝度）、k は水中の消散係数、a
は定数（地上到達太陽放射照度、大気と水面の透過率を含む）、
z は水深、r は海底表面での反射率、g は幾何係数（水中での光
路長）、添字 i はバンドを示す。
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①　バンド i と j の輝度（L）の水深に伴う指数関数的
減衰を自然対数により線形化する。（バンド i は j よ
りも短い波長のため、j よりも減衰は緩やかである。）
この時、水深が十分に深く画像内の最も暗いピクセル
値（Ls）を大気ノイズ成分として差し引くことにより
大気補正を行う。
②　同じ海底被覆物タイプでの様々な深さのバンド j
に対する i の対数放射輝度（Ln （L – Ls））をプロット
する。線の傾きは消散係数比（ki/kj = kij）を表す。消散
係数比は、海底被覆物タイプに関係なく同じである。
③　複数の海底被覆物タイプを同時に描画した場合、
それぞれの被覆物タイプは、水深に無関係な特有の y
切片を持つ。つまり、y 切片が水深に依存しない海底
被覆物指標（DI）となる。
　実際は水深データが得られないため、同一の海底被
覆物において②での消散係数比を算出することによ
り、DI が計算される。

３．３　海底被覆物指標（DI）を用いた藻場分布把握

　岩礁藻場域において海藻などの海底被覆物の分布を
把握するために DI を使用した事例を紹介する17）。
　解析用画像は、ALOS の AVNIR-2、幾何補正済み
画像（1B2R、図－5）であり、解析対象とした鹿児島県
阿久根市沿岸を2008年4月14日に撮影したものである。
　消散係数比を算出するために、衛星画像上で明らか
に砂地が深海域まで続く場所にランダムに200地点を
設定し、各地点の DN を用いた。図－6に海底地形デジ
タルデータ（M7024、日本水路協会）での水深と DN か
ら変換された放射輝度および対数放射輝度、2バンド
間の対数放射輝度の関係を示す。解析対象水深とした
水深10m 以浅までは、水深にともなう L 値の減衰傾向

から、海底に光が届いていることが確認できる（図－6

（A））。次に、L から深場の放射輝度を差し引いた値は
自然対数により線形化される（図－6（B））。バンド1-3
での2バンド間の対数放射輝度の関係は（図－6（C））、
回帰直線の相関係数が0.91以上と高く、その傾きであ
る消散係数比（k12 =0.710、k13 =0.520、 k23 =0.711）を用
いて、対数放射輝度は DI 値（DI12、DI13、DI23）に変換
された。
　近赤外のバンド4は、水中では急激に減衰するため、
陸域と海域の分離に利用することができる。そのため、
解析対象域は、陸域や水深10m 以深を近赤外バンド4と
海底地形デジタルデータを用いてマスク処理すること
により抽出される。解析対象域の各 DI の組み合わせ
に対して統計的手法（教師なし分類）を用いることで、
分類項目の分布図（海底被覆物マップ）が作成された。
海底被覆物の分類クラスの項目や数に関しては、現地
調査結果の基質や海藻被度での DI 値の差異を確認し
た後、DI 値の低い分類クラスから海藻（海藻被度50％
より高い）、岩、砂の3つとしている。衛星画像の処理
および分類には、ArcGIS（Ver.10.3、ESRI 社）を用い
ている。また、分類精度は現地調査結果により確認さ
れた。
　図－5（a）域の放射輝度および DI 値の白黒画像を図

－7に示す。水深は沖に向かい深くなり、L は岸から沖
に向かい低い値であった。一方、DI では水深の影響が
取り除かれ、海底の違いが明確になることが確認でき
る。
　次に、衛星画像および水柱放射量補正前後の L、DI
画像からの分類結果である海底被覆物マップを図－8

に示す。L では水深に依存して分類される傾向が確認
された。分類精度はDI12&DI23が最も高く、全体精度（観
測地点のうち正確に分類された地点の割合）は0.82と

DI 指標算出に関係する過程を示す水柱放射量補正の
手順を図－4に示す13）。
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図－4　水柱放射量補正の手順　文献13）を改変

図－5　衛星画像での解析対象域と（a）下記参考表示域
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高い値であった。そのため、海底被覆物マップは現地
の基質や海藻分布を概ね表現できることが示された。
　得られた海底被覆物マップとともに、漁場の位置情
報やその他の環境因子を用いることで、漁場環境を統
計的に把握する漁場環境評価手法が検討されており、
効率的な漁場の造成や再生に光学的手法により得られ
た藻場分布の活用が進められている。
　また、水深やその他の現地データを加えることで、
より正確な藻場分布が明らかになる解析手法が開発さ
れており19）、現在では詳細な水深データを有する海域
もあるため、そのような場所では、水深情報を用いる
ことで高精度な分類が行われている。

４．おわりに

　沿岸域の藻場モニタリング手法として、間接的手法
である音響および光学的手法の概要について紹介し
た。現在、新たな装置や技術が日々進歩し、今後、よ
り簡易で安価な藻場モニタリング手法の発展が期待さ
れる。また、モニタリングにより得られた藻場情報を
用いた効率的な生態系保全の進展が望まれる。

（文責：梶原　瑠美子）
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図－8　衛星画像および海底被覆物マップ　文献17）を改変

図－6　水柱放射量補正の過程　文献17）を改変

図－7　各バンドの放射輝度および DI 画像17）
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