１．手引きの目的
近年、磯焼けは全国的に進行しており、前年には健全な藻場であったところで急激に藻
場の衰退や消失がみとめられるといった事例が増えている。しかし、多くの地域では、漁
業者等からの情報により局所的な藻場の状況は把握しつつも、海域全体の状況までは詳細
に把握できていない。気候変動やそれに伴う植食生物の摂餌の活発化による藻場の分布の
変化を市町村、都道府県、国単位で検証するためには、局所だけでなく広域的に藻場の分
布や広がりを把握することが必要となる。また、地震や津波などの大きな災害が突発的に
起きたときにも迅速に広範囲の藻場を把握することが求められる場合もある。
近年、人工衛星、航空機、無人航空機（ドローン等）による空中写真から広域の海洋環
境を把握する技術が飛躍的に発展し、藻場の調査にも適用されている。また、「改訂磯焼
け対策ガイドライン」以降、水産基盤整備調査委託事業 「藻場回復・保全技術の高度化検
討調査」 を含めた様々な調査 ・ 研究により、 広域的な藻場の把握手法が発展してきた。
水産庁は漁業者自らが主体となって藻場の回復を計画・実行できる具体的な対応策をまと
めた「改訂

磯焼け対策ガイドライン」を平成 27 年 3 月に示したが、この中では地先の局

所的な範囲を対象とした藻場の調査手法（潜水観察、船上観察、音響測量）の紹介に留ま
っている。本手引きでは、衛星画像・航空写真・ドローン空撮・音響測量を用いた藻場把
握手法について紹介し、広域の藻場調査を行う方法について整理した。この広域藻場モニ
タリングの手引きが、地先や市町村、都道府県で藻場を管理・モニタリングを担当する方
（手引きの利用者）たちが藻場のモニタリングをする際に役立つことを期待したい。
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２．手引きの構成
（１）手引きの構成と使い方
本手引きでは 3 章において広域藻場の調査方法を、4 章においてその広域調査に必要な
教師・検証用データを取得する方法について説明する。3 章の広域藻場の調査方法として、
ドローン空撮・音響測量といった地先の比較的狭い範囲で藻場の広がりを調べる手法と、
衛星画像・航空写真により市町村・都道府県単位といったより広い範囲で藻場を調べる手
法を分けて扱う。（図 2-(1)-1）。4 章では、広域藻場の調査で藻場分布を推定する際に必
要となる教師（事前に藻場分類の正解を学ぶためのデータ）・検証（藻場分類の推定結果
を検証するためのデータ）に用いる現地データを潜水観察・船上観察で取得する方法につ
いて説明する。また、5 章では本手引きで紹介する藻場調査の手法について取得情報や調
査範囲、調査水深、コストや民間委託の概算を整理した。
次ページに調査範囲と環境条件によりどの広域藻場の調査方法を選択すればよいか決め
るためのフローチャートを示した。フローチャートで最適な広域藻場の調査方法を選択し、
該当ページだけを読むといった使い方もできる。また、5 章の「藻場調査手法の特徴とコス
ト比較」だけを読んでも、藻場の調査手法やコストの概要を知ることができるだろう。

図 2-(1)-1 各調査手法で取得できる藻場情報のイメージ．海藻を間近で観察し現地データを取
得する手法と広域調査の手法に分類される．さらに広域調査でも対象範囲により地先と市町村・
県単位以上の広さで調査方法が分けられる．
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(2)広域藻場の調査手法選定のためのフローチャート
START

知りたい藻場の範囲は？

市町村、
単県、地方

地先

水深は?
水深 10m 未満だけ
水面から海藻がみえる

水面から海藻はみえる？

水深 10m 以上も含む
水面から海藻がみえない

衛星画像
ドローンの空撮画像
P. 4 へ

音響測量
P. 13 へ
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航空写真
P. 24, 31 へ

３

広域藻場の調査方法
広域藻場の調査方法として、地先を対象とした（１）ドローン空撮と（２）音響測量、
それ以上の広さの市町村単位や単県レベルを調べる（３）衛星画像、航空写真について
説明する。

（１） ドローン空撮
ドローン空撮は地先（0.004～5km2）で、水面から海
藻が見える主に水深が 10m 以下を対象とする[23–26]。
基本的に藻場の有無が空撮画像からわかるが、アラメ
・カジメ場、コンブ場、ガラモ場、アマモ場など大ま
かな判別ができる場合もある。藻場の判別の精度（正
答率）は 70-90％程度である[3, 23, 24]。調査の手順
を図 3-(1)-1 に示した。
必要な調査機材
・ドローン＋リモコン
・プロペラガード
・バッテリー予備＋バッテリー充電器
・帽子、サングラス
・双眼鏡
・風速計
・記録野帳、鉛筆

図 3-(1)-1 無人航空機（ドローン）
による藻場調査の手順

調査計画
ドローン（無人飛行機）に
よる藻場調査では、許可申請
が必要な場合がある（図 3(1)-2）。目視外飛行（モニタ
ー監視による自動操縦や FPV
操縦も含む）や人口密集地域
・第三者の人や物までの距
離が 30m 以内の飛行を行う
場合、管轄の航空局への許可
申請が必要となる（許可取得
まで通常 10 営業日ほど）。
また、制限空域（高度 150m 以
上や空港近く）での飛行も管
轄の空港事務所へ許可申請 図 3-(1)-2 ドローン飛行のために国交省管轄の許可申請する場
しなくてはいけない（許可取 合の流れ
得まで通常 10 営業日ほど）。高度 150m 以上の飛行では航空管制部との調整も必要となる
（空港事務所から指示がもらえる）。これらの許可申請は国土交通省のドローン情報基盤
システム（DIPS）を用いて、オンライン上で行うことができる（www.dips.mlit.go.jp）。
許可取得後に無人航空機の運航者が事前に飛行日時・経路・高度等の飛行計画情報を DIPS
の「飛行情報共有機能（ＦＩＳＳ）」システムに登録し、共有することが必要となる
（www.fiss.mlit.go.jp/top）。また、調査地が自衛隊・米軍の訓練空域に含まれる場合は
各所に照会が必要である。その場所が制限区域かどうかはウェブサイト（国土地理院地図、
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DJI 安全飛行マップ、ソラパス）やスマートフォンのアプリ（例．ドローンフライトナビ、
ドローン飛行チェックなど）を利用して確認できる。
飛行前の確認
天候・海況を確認し、風が強い場合（風速 5m/s 以上）や雨が降りそうな場合は、機体墜
落や故障を防ぐためにも飛行させない方が良い。特に風が強いと船上での離着陸の難易度
が高くなる。
通常、空撮画像から藻場を判別できるのは水深 10ｍ以浅だが、海の濁りが強い場合は水
深 10ｍやそれより浅い場所でも藻場が見えないことがある。調査地点の藻場の水深から判
断して、どの程度の透明度が必要か考える必要がある。例えば、水深５m にある藻場を明確
に判別したければ、透明度５ｍ程度が必要となる。
空撮は対象とする沿岸が影にならない時間帯を選ぶべきである。例えば、陸地の東岸に
ある藻場ならば太陽光が差す午前中に、西岸にある藻場の場合は太陽がある程度上がって
からが良い。ただし、南中前後の太陽の高度が高いときは海面でハレーションが起こりや
すいため、現場での判断が必要となる。
ドローンによる調査
・自動操縦ソフトについて
ドローンの自動飛行アプリ（Pix4D capture, DroneDeploy, Litch, DJI DS PRO など）
を用いて、藻場の空撮を簡易に行うことができる。これらのアプリでは撮影範囲を決める
ことで最適なルートを自動で作ってくれ、自動で撮影してくれる。また、撮影画像間のオ
ーバーラップ率（写真の重なり具合、通常 60％以上は必要）を設定するとそれに合わせた
ルートや撮影間隔となる（図 3-(1)-3）。ただし、自動飛行は目視外飛行に含まれるため、
許可申請が必要になる（図 3-(1)-2）。

図 3-(1)-3. 自動飛行アプリ（Pix4D capture 及び DroneDeploy）による飛行経路の設定画面

・ドローンによる撮影
ドローンの飛行は通常アプリなどを用いて、プロポ（コントローラー）のモニター上に
表示される位置やカメラ画像を確認しながら手動でも行うことができる。ドローンのバッ
テリーの持ちによるが、1 回の撮影は数分から長くても 15 分ほどにする。藻場面積を計測
したい場合は、実際の長さがわかるもの（船や岩）が映るように撮影する。
・オルソモザイク画像の作成と飛行高度
1 枚の撮影画像では収まらない広さの藻場分布を把握するには、複数の空撮画像を合成
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して写真の位置ずれをなくした 1 枚の画像を作るオルソモザイク化が必要となる。海面及
び均質な砂地などしか映っていない画像ではモザイク処理（複数の写真画像を 1 枚の画像
にする）を行うための目印（岩礁などの地形や漁港、消波ブロックなど）がないため、う
まく画像が合成されない。沖合の藻場までが映ったオルソモザイク画像を作りたい場合、
許可申請のいらない 150ｍまでの高さで目印となる陸地部分が映るように撮影するか、高
度 150ｍ以上の飛行許可を取得し、陸地と藻場が同じ画像内に入るように撮影するなど工
夫が必要となる。
・陸でのドローンの離着陸
陸上から調査地にアクセスできる場合、陸上でドローンを離着陸した方が船上に比べて
遥かに簡単である。調査地の近くの漁港の岸壁や車道の脇などで離着陸することが多くな
るため、周囲の人や車、送電線を確認する。
・船上でのドローンの離着陸
陸上からドローンがアクセスできない調査地では船で近くまで行き、船上で離着陸する。
この方法では離着陸時に補助者がドローンをリリース・キャッチすると安定する。離陸で
は障害物のない船首などで補助者がドローンを上に掲げて、プロペラが回り始めてから手
を放す(図 3-(1)-4)。アンカーで船を固定できる場合は、着陸の際に船首など広いスペー
スがある場所にドローンを移動させ、補助者の位置まで降してキャッチしてもらう。一方、
アンカーを打てない場合の着陸は、まずドローンを船の前方まで移動させる。その後、ド
ローンの高度をキャッチする補助者の手と同じ高さまで下げ、その位置でホバリングさせ
る。そして、船をドローンの方向に動かし、補助者がドローンをキャッチする。海上では
船を静止させようとしても波や風の影響で縦横に動くため、船を進行させたほうが安定し
てドローンに近づくことができる。この離着陸の方法は、操縦者、補助者、船長との連携
が必要なため、飛行の前に打ち合わせをした方が良い。船上でのドローンの離着陸は特に
不安定になりやすいため、ドローンにプロペラガードは必須である。

図 3-(1)-4. アンカーが打てない場合の船上での安全なドローンの離着陸の方法

調査結果の取りまとめ
（1）画像一枚からの藻場分布の判定
空撮画像はパソコンなどに取り込み、調査データと照らし合わせることで藻場分布を把
握することができる。例えば、図 3-(1)-5 のように画像から藻場の位置がはっきりわかる
場合はフリーハンドで藻場の境界部分をなぞって藻場の範囲を大まかに見積もることがで
きる。ただし、ドローン画像はカメラのレンズの中心から対象物までの距離の違いにより
写真上の像に位置ズレが生じ、位置情報を持っていないので正しい藻場の広さは計測でき
ない。Google Earth Pro を用いて、このずれの補正と画像の位置合わせ（幾何補正：ジオ
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リファレンス）が簡易的にできる（図 3-(1)-6）。さ
らにジオリファレンスした画像内の藻場を”ポリゴ
ン”で囲めば藻場の面積を計測できる。この方法を
用いれば、毎回同じ場所で同じ高度からドローンで
撮影することで特定の藻場の変化を追跡できる。現
地の藻場の観察データを教師として見ながら画像内
の藻場を手書きで囲む方法でも藻場とその他の底質
をうまく判別できる（正答率 70％）という報告があ
り[1]、海藻が良く映った画像ならば許容できる精度
（正答率 70%程度）で判別できると考えられる。

図 3-(1)-5.高度 150ｍのドローン空撮
による藻場の確認（大分県名護屋湾）

図 3-(1)-6. （a）Google earth pro のオーバーレイ機能を用いたジオリファレンスの方法と
（b）ジオリファレンスされたドローン画像から藻場面積を計測する方法
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【コラム 1】Google Earth Pro の利用
Google Earth は Google 社がインターネット環境を前提として開発したバーチャル地
球儀システムであり、世界中の衛星画像を閲覧できる。Google Earth Pro は無料で利用
でき（https://support.google.com/earth/answer/21955?hl=ja）、緯度経度の GPS デー
タの読み込み・ドローン画像の読み込み・距離や面積の測定などを行うことができる。
下記に Google Earth Pro の画面構成と各機能を示す。このアプリ上の衛星写真から調査
地の下見や現在・過去の藻場の確認（過去の衛星写真も見られる）などに活用でき、藻
場の調査点の設定などにも利用できる。
Google Earth Pro の画面構成
① “ファイル”の選択や保存、“表示”、“編集”、“追加”で目印やポリゴンの追加
などができる。
② アイコンを用いて地図上に目印、ポリゴン、レイヤ（写真など）の表示、過去の衛星
写真の表示、距離や面積の表示ができる。
③ 地名などを入力し、見たい場所の衛星画像を表示できる。
④ 衛星画像画面に表示されているデータの表示順、表示非表示の切り替え及び削除
⑤ 衛星画像画面の拡大や縮小、方位の方向の調整などができる。
⑥ 衛星画像の取得日や緯度経度、高度などが表示される。

図. Google Earth Pro（バージョン 7.3.3）の画面構成.（衛星画像画面は神奈川県真鶴町沿岸
を表示）
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（2）オルソモザイク画像の作成
上述のように空中写真の像には位置ズレが生じるため、正確な藻場面積の判定には写真
上の像の位置ズレをなくし空中写真を地図と同じく、真上から見たような傾きのない、正
しい大きさと位置に表示される画像に変換（幾何補正、オルソ補正）する必要がある[2]。
また、撮影した複数の画像を一括で処理したい場合、モザイク処理（複数の写真画像を 1 枚
の画像にする）が必要である。Pix4D mapper（Pix4D 社）や Metashape（Agisoft 社）、
DroneDeploy(DroneDeploy 社)といったソフトを用いて、パラメータなどを設定すれば自動
でオルソモザイク処理をしてくれる。ただし、Pix4D と Metashape は永久ライセンス購入
で 50～70 万円、DroneDeploy は ProPlan で月額 3 万円ほどかかる（2020 年 12 月）。作成
したオルソモザイク画像は GeoTIFF 形式なので ArcGIS や QGIS（コラム 2）といったソフト
上で緯度経度を合わせて表示できる。図 3-(1)-7 にドローンによる空撮から藻場分布推定
までの一連の流れを示す。オルソモザイク処理する際に Google Earth 用の KML ファイルを
作成すれば、上述のように Google Earth Pro 上で空撮写真を表示させ、フリーハンドで面
積を計測できる。もし撮影範囲が広く目視による判定が煩雑であったり、目視以上の精度
が必要になるならば専門的な知識が必要な画像解析が必要となる。画像解析の流れは衛星
画像と共通なため 3 章の（3）衛星画像（P.26-30）で示す。

図 3-(1)-7. ドローン空撮した画像から作ったオルソモザイク画像を用いた藻場分布推定の流れ
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調査の実施例
・ドローン空撮画像からのカジメ場の推定：フリーハンドと画像解析の比較
神奈川県の真鶴町沿岸に 2019 年までは大きなカジメ場が広がっていた。この場所で 2019
年 9 月に高度 300ｍ（高度 150m 以上での飛行許可を取得）からドローンにより空撮を行っ
た[3]。この空撮画像を用いて Pix4D mapper によりオルソモザイク画像を作成した。この
画像を Google earth 上に配置し船上カメラで藻場を観察したデータ（現地データ）と見比
べて藻場範囲をフリーハンドで推定したものと、水深による画像の見え方を補正（水柱補
正）した後に現地データを用いて教師付き分類により藻場範囲を推定したもの（画像解析
したもの）を作成した（図 3-(1)-8）。現地データの海藻の有無（被度 25%以上で有）と推
定結果を比較したところ、フリーハンドでも正答率は比較的高く 78%となり、画像解析で
は正答率は 86%であった（表 3-(1)-1）。また、推定された藻場面積（被度≧25%）はフリ
ーハンドでは 29202m2、画像解析では 45494m2 と違いがあり、今回は前者では過小評価の割
合（船上カメラで藻場があるところに空撮画像ではなしが 18/61）が高く、後者では過大評
価の割合（船上カメラで藻場がないところに空撮画像でありが 9/36）が高かった（表 3(1)-1）。このように手法により違いがあるので、経時的に藻場をモニタリングするには毎
回同じ手法で分析した方が良い。

図 3-(1)-8. 神奈川県真鶴町沿岸においてドローン空撮した画像から（a）Google earth を用
いてフリーハンドで推定した藻場と(b) 画像解析により推定した藻場（枠内が対象範囲）

表 3-(1)-1. ドローンによる空撮画像から（a）Google earth を用いてフリーハンドで
推定したカジメ場と(b) 画像解析により推定した藻場の正答率
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・ドローン空撮が捉えたカジメ場の磯焼け
真鶴町沿岸で 2019 年 9 月と同様のドローン空撮を 2020 年 10 月にも行い、同様に被度
25%以上を藻場有として画像解析により藻場分布を推定した。そして、2019 年と 2020 年の
推定結果から 1 年間の藻場分布の変化を調べた（図 3-(1)-9）。2020 年 10 月の画像では沖
合でうまくモザイク画像が作成されなかった部分もあるが、藻場面積は 2019 年の 45494m2
から 2020 年の 4840 m2 に大きく減少していた。この結果は 2019 年の秋の台風とその後の
植食魚による食害の影響が大きかったことを示唆している。磯焼け対策により今後藻場が
復活する可能性もあり、経時的にモニタリングしていくことが重要である。

図 3-(1)-9. 2019 年と 2020 年の秋にドローン空撮画像から推定された
神奈川県真鶴町沿岸の藻場分布．

・ドローン空撮画像からの藻場の種類別・被度別の判別
大分県名護屋湾で 2019 年 2 月に高度 400ｍ（飛行許可を取得）からドローンにより空撮
したところ、水底までよく見える画像を取得できた。この空撮画像から作成したオルソモ
ザイク画像を水柱補正し、その底質指標から紅藻類、クロメ、シオミドロといった海藻種
類の判別と海藻の被度（被度<25%、25%-50%、50%-75%、≧75%の 4 区分）の判別を教師付き
分類により試みた。その結果、海藻種類及び海藻被度ともにそれぞれ正答率 82％（19/23）
で判別できた（図 3-(1)-10）。海水の透明度の高いときに取得した空撮画像ならば、高い
精度で海藻の大まかな種類や被度の判別ができることがわかった。

図 3-(1)-10. 大分県名護屋湾波当津の空撮画像を用いた、(a)海藻の種類及び（b）
海藻の被度の判別
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【コラム 2】GIS ソフトの利用
GIS（Geographic Information System:地理情報システム）ソフトとして有名なものに
ArcGIS と QGIS があり、大学や国・地方公共団体の公的研究機関などで利用されている。
藻場のモニタリングでは、緯度経度のついた現地調査や音響測量データ、空中写真の位
置づけ（画像の幾何補正も）に利用でき、藻場分布の把握や面積の計測に役立つ。ArcGIS
はベーシックライセンス購入で 39 万円（2021 年 1 月）かかり、機能の追加にはさらに
エ ク ス テ ン シ ョ ン （ 有 料 ） が 必 要 と な る （ www.esrij.com/products/arcgisdesktop/prices/）。QGIS は無料のオープンソースソフトであり、有料な GIS ソフトに近
い機能や操作性をもち、機能の追加も無料のプラグインで行うことができる
（https://qgis.org/ja/site/about/index.html）。また、ネット上に多くの説明サイト
やセミナー資料があり、初歩から勉強できる環境が整いつつある。下記に QGIS の画面構
成と各部分の機能を紹介する。
QGIS の画面構成（株式会社 MIERUNE の QGIS 説明資料を参考）
・メニューバーとツールバー
表示するファイルの選択や表示、編集など。ツールバーはその機能をアイコンで表示。
・レイヤパネル
地図キャンパスに表示されているデータの表示順、表示非表示の切り替え及び削除
・地図キャンパス
地図の描画領域
・ブラウザパネル
PC のローカルフォルダからレイヤパネルにデータを移し、地図キャンパスに表示できる。
・プロセッシングツールボックス
様々な機能を選択し、使うことができる。
・ステータスバー
縮尺や座標などの情報を表示

図. QGIS（バージョン 3.10.14）の画面構成.（地図キャンパスには 2019 年の神奈川県真鶴町の
藻場分布を表示）
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（２） 音響測量
音響測量では海藻と地面の反射の違いから海藻の分布を把握する。ドローン空撮と同様
に地先（0.03～12km2）が対象範囲となるが[3–8]、水の濁った状態や水面から海藻が見えに
くい 10m 以深も調査することができる。そのため、ドローン空撮で海藻がみえない深場な
どで調査するのにも適している。藻場有無の判別精度は 70-90%程度である[3, 4]。丈が短
い幼体や小型海藻の判別は難しいが、草丈の違いから大型海藻と小型海藻を分別した事例
もある[9]。
調査機材
・GPS 付き魚群探知機（魚探本体および振動子）（図 3-(2)-1）
・魚探の振動子の船への固定装置
・記録用の野帳
・小型船（水深が浅い藻場を調査するため１トン未満の船外機船が適している）

図 3-(2)-1.魚群探知機の各種の名称と船上での調査の様子

調査計画の立案
初めに調査点やラインを設定する。カシミール 3D や Google Earth の新規パスの機能を
用いることで、調査ラインを設定する(コラム 3)。ライン間の間隔は 10-30m の調査が多い
[4, 6]。
調査の実施方法
設定した調査点・ラインを SD カードなどで魚探本体に取り込み、画面上に表示させる
（図 3-(2)-2）。魚探の記録ボタンを押して調査をスタートさせ、その時の時刻を記録して
おく。調査点・ラインに沿って船を 3 ノット（時速 5.6km/h）程度で走らせ、魚探やダウン
スキャン、サイドスキャンのデータを記録する。サイドスキャンでは左右に水深の３～４
倍の幅で海底反射情報が得られるが、その画像からの海藻の判別は難しい（ただし、砂地
と岩礁の区別は可能）。調査は船を操縦する船長、前方の岩礁や障害物を監視する 1 人、
メモや魚探本体でウェイポイントを記録する 1 人の 3 名以上で行うことが望ましい。6 時
間の調査ならば、約 34km（3 ノット=5.6km/h ×6 時間＝33.6km）のラインデータを取得で
きる。簡易音響測器（Lowrance）の詳細な操作方法については水産技術研究所・水産工学
部のマニュアル[10]が参照できる。また、海藻が生えていることを確認するために、測量
の測線上で船上から水中カメラなどを用いて現地データを複数点取ることが必要となる。
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【コラム 3】カシミール 3D の利用
カシミール３D は登山者向けの地図ソフトであるが、無料機能だけでもいくつかの地
図を読み込むことができる。また、Google Earth のように調査点の設定し、そのまま GPX
ファイルとして魚探やハンディ GPS へ転送することができる（図１）。

図 1. カシミール３D による調査ラインの設定と魚探への取り込み

Google Earth では衛星地図の上で調査点や調査ラインを作成できとても便利だが、kml
ファイル（もしくは kmz ファイル）でしか保存できず、そのままでは魚探やハンディ GPS
で利用できない。そこで、カシミール 3D で kml ファイルを GPX ファイルに変更して GPS
に取り込むと現場でも利用できる（図 2）。

図 2 Google Earth による調査点の設定とカシミール 3D を介した GPS へのアップロード
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調査結果の取りまとめ
（1）音響測量データの確認
簡 易 音 響 測 器 で 記 録 し 、
SonarTRX(Leraand Engineering Inc.製、
2021 年 1 月で 29000 円)に PC 上に取り込
んだ２つの藻場のダウンスキャンの画像
（sl2 ファイル）を示す（図 3-(2)-3）[9]。
ダウンスキャン画像では底質を詳細に確
認することができる。左図は砂地に転石の
上にクロメが藻長約１m、被度 100％近くで
繁茂しているところの画像である。右図は
藻長 1～1.5m のホンダワラ科のヨレモクモ
ドキが被度 60％程度で繁茂している場所 図 3-(2)-2. 測量中のストラクチャースキャン
である。測量時の時系列でみると各画像の 付き GPS 魚探(Lowrance)画面上のサイドスキャ
左側が古いデータになり、右側のものほど ンの地形画像（左）、ダウンスキャンの地形画像
（右上）、船の位置と調査点とラインの図（右下）
時間が進んだ新しいデータとなる。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。上部の白横線は
海表面、そして下部の白線が海底面の反射となる。

図 3-(2)-3. GPS 魚探(Lowrance)で記録したクロメとヨレモクモドキの
藻場（大分県名護屋湾）のダウンスキャンの地形画像[27]

（1）藻場の判別とデータ入力
記録したダウンスキャン画像から藻場判別した手順を説明する。ソフトウェア
ReefMaster(ReefMaster Software Ltd.社製、2021 年 1 月で 18000 円)でダウンスキャンの
データを取り込んで（SonarTRX でも可）、目視で判別する（図 3-(2)-4）。ReefMaster か
ら読みだした緯度、経度、観測時間のデータをエクセルファイルで表示し、ReefMaster 上
の表示時間と合う行に藻場判別(藻場あり＝１、なし＝０)を記録する。ただし、ダウンス
キャン画像から藻場の種類や被度までを判別するのは難しい。
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図 3-(2)-4.魚探(Lowrance)で記録したカジメ場のダウンスキャンの地形画像と藻場判別の記録
（Reefmaster 及び Excel を利用）

（2）GIS ソフト上でのプロジェクトの CRS 設定
入力した藻場判別のエクセルデータ（図 3-(2)-4）を GIS に読み込む前に、新規プロジェ
クトを作成し、「座標参照系」（CRS:Coordinate Reference System）を設定する必要があ
る（ここでは無料のオープンソースソフト QGIS を利用すると仮定）。米国製の魚探 Lowrance
などで取得した緯度経度は世界測地系 1984（WGS84）で記録されており、それに合わせてプ
ロジェクトの CRS を設定する（図 3-(2)-5）（P22 コラム 5 も参照）。
（3）藻場分布のマッピング
入力した藻場判別のエクセルデータ（図 3-(2)-4）を csv 形式に変換し、GIS ソフトで読
み込むことでその結果を地図上に示すことができる。ここでは QGIS 上に藻場判別データを
追加する方法を説明する（図 3-(2)-6）。このデータを内挿（データがある場所から、ない
場所を推定すること）することで、対象範囲の藻場分布が推定できる（図 3-(2)-7）。また、
QGIS のプロセッシングツールボックス→ラスタ解析→ラスタレイヤの統計量で、この推定
された藻場の面積を算出できる。
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【コラム 4】緯度経度の 10 進法（度）と 60 進法(度分秒)表示
藻場調査を行うときの調査点の設定やデータ取得の際に緯度経度を記録することはよ
くある。調査データを GIS ソフトや統計解析ソフトで用いる際には緯度経度の 10 進法
（度）が便利だが、現地調査で調査点を知らせるときなどは 60 進法(度分秒)を使うこと
が多い。データ処理の際などに使う場面が多いが両者の変換の方法はなかなか覚えにく
いため、ここで紹介する。
60 進法(度分秒)→10 進法（度）への変換
・60 進法(度分秒)表示（例）
緯度：34 度 59 分 6.36 秒（34° 59′6.36″）
経度：139 度 46 分 54.36 秒（139° 46′54.36″）
・60 進法(度分秒)から 10 進法（度）への変換
緯度：34 + 59×1/60 + 6.36×1/3600 =34.985100（度）
経度：139 + 46×1/60 + 54.36×1/3600 =139.7817667（度）
10 進法（度）→60 進法(度分秒)への変換
・10 進法（度）表示（例）
緯度：34.985100 度（34.985100°）
経度：139.7817667 度（139.7817667°）
・10 進法（度）から 60 進法(度分秒)への変換
緯度：
度の取り出しは 34.985100 から整数値を取り出し→34 度
分の取り出しは(34.985100-34)×60 = 59.106 から整数値を取り出し→59 分
秒の取り出しは(59.106-59) ×60= 6.36 により→6.36 秒
よって、34 度 59 分 6.36 秒（34° 59′6.36″）と変換される。
経度：
度の取り出しは 139.7817667 から整数値を取り出し→139 度
分の取り出しは(139.7817667-139)×60 = 46.906 から整数値を取り出し→46 分
秒の取り出しは(46.906-46) ×60= 54.36 により→54.36 秒
よって、139 度 46 分 54.36 秒（139° 46′54.36″）と変換される。
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図 3-(2)-5. QGIS 上で新規プロジェクトを開き、座標参照系（CRS）を設定する方法（QGIS バージ
ョン 3.10.0）
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図 3-(2)-6. QGIS 上に CSV ファイルをレイヤとして追加する手順（QGIS バージョン 3.10.0）
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図 3-(2)-6.つづき
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図 3-(2)-7.魚探データから藻場分布を内挿して推定する手順（QGIS バージョン
3.10.0）
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【コラム 5】測地系・座標系
GIS を使う上で必要となる知識の一つに、「座標参照系」（CRS:Coordinate Reference
System）というものがある。「座標参照系」とは GIS の中で一般的に使用されている位置
を表す決まりのことで測地系と座標系から成り、これを指定することで GIS 上で地球上の
特定の場所の位置を示すことができる。特に GIS 上で位置情報を扱う際には“同一”の「座
標参照系」（測地系と座標系）を用いることが基本となる。
・測地系とは
地球上の位置を経緯度（経度・緯度）および標高による座標によって表すための系（シ
ステム）を指す。Google マップや Mapion が採用している世界測地系 1984（WGS84）や日
本で構築されている日本測地系 2011（JGD2011、世界測地系でもある）などがある。Garmin
の GPS などでは WGS84 で緯度経度を取得している。ただし、WGS84 と JGD2011 の緯度経度
の値の間でほとんどズレはない。
・座標系（測地座標系）とは
地球上の特定の位置を示すための方法と数値の組み合わせである。
地理座標系
地理座標系は地球を球体とみなし、単位が「度」(例．緯度, 経度=北 32°, 東 132°)
で示されているものである。公表されているデータは世界測地系（WGS84 など）の緯度
経度で示されるものが多い。距離・面積の評価には不向きである。
投影座標系
地球の一部を平面に投影したもので、よく使われるものに UTM（ユニバーサル横メル
カトル図法）座標系や平面直角座標系などがある。単位が「m」(例．（x,y）=(15000m,
2000m))なので、距離・面積の測定に適している。GIS 場で藻場の面積を計測する際など
にも地理座標系から投影座標系によく変換される。また、国土地理院発行の地図の
1:25000 地形図などでも UTM が使用されている。投影座標系では日本国内でもゾーンに
分かれているので、GIS 上に投影する際には対象地域がどのゾーンなのか確認して座標
参照系を選ぶ必要がある。

図. 地理座標系と投影座標系のイメージ図
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調査の実施例
・音響魚探を用いたカジメ場分布の推定
神奈川県の真鶴町沿岸の岩大橋側において約 400ｍのラインを 7 本、真鶴側において約
400ｍのラインを 9 本設定し、音響魚探の Lowrance を用いてライン調査を行った[3]。その
音響データから判別した藻場の有無をもとに調査データを空間内挿することにより、対象
範囲全体の藻場分布を推定した（図 3-(2)-8）。岩大橋側では黒枠大の中のカジメ場面積は
26926 m2、真鶴側の黒枠大の中のカジメ場面積は 20600 m2 と推定された。

図 3-(2)-8.音響測量により推定された神奈川県真鶴町沿岸の藻場の分布

音響測量と船上カメラ調査によるカジメ藻場の有無（カジメ被度≧50％を有り）の結果
を同一地点で比較し、船上カメラ調査の結果に対する音響測量の正答率を計算したところ、
カジメ藻場の有無では音響測量の正答率は 70-80％程度となった（表 3-(2)-1）。
表 3-(2)-1.音響測量と船上カメラ調査のカジメ場有無（被度 50％以上を有）の比較による
正答率（精度）の計算
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（３） 衛星画像
衛星画像ではドローン空撮や音響測量よりも広い市町村、県、地方の範囲（25 km2 ～）
で藻場を把握できる（図 3-(3)-1）。温帯域では水面から海藻が見える限界の水深 10m 程度
より浅い範囲が対象となる[11–15]。基本的に藻場の有無が判別できるが、褐藻、緑藻、紅
藻、アマモ類などの大まかな分類や被度の粗密がわかる場合もある[11–14, 16, 17]。藻場
有無の判別精度は 60-90％程度である[11, 12, 14, 15]。
調査計画の立案（現地情報の収集）
まず現地情報を収集し、どの場所・時期
の藻場分布を把握するかを決める。一般に
海藻の繁茂期である冬から初夏の期間の
藻場分布を知りたいことが多いと思うが、
潜水観察・船上調査による現地データ（教
師・検証データ）がある時期に近い画像を
選ぶことが重要である。画像解析で藻場分
布を推定する場合、現地データの数は多け
れば多いほど良いが、多くの論文で教師用
と検証用にそれぞれ１画像当たり 30 点以
上（合計 60 点）を利用している[3, 11, 12,
18, 19]。その他、水深、底質、水質等も有
用な情報となる。

図 3-(3)-1. 衛星画像（左）から推定された藻場
の範囲（右）（神奈川県相模湾西部を 2017 年 11
月撮影した画像）

衛星画像の入手
・アーカイブサイト
藻場判読に適用可能な解像度の衛星画像の種類を人工衛星ごとに表 3-(3)-1 に整理し
た。また、衛星画像のアーカイブサイトの URL を表 3-(3)-2 にまとめた。アーカイブサイ
トで藻場分布を把握したい地域、年月、画像に映る雲量（少ないほど海面が見える）を設
定し、撮影画像の有無を確認する（図 3-(3)-2）。なお、撮影時期について、ピンポイント
の画像があることは少なく、３ヶ月程度の幅を持って検索する。アーカイブ画像の価格は
幅があり、高解像度なほど価格が高くなる（表 3-(3)-1）。また、最低購入面積が決まって
おり、購入の際に注意が必要である。
衛星画像の光学センサーでは可視光線（青+緑+赤の BGR など）と人間の視覚では捉えき
れない近赤外線、赤外線の波長などを観測できる。センサーでは、一つの機器で複数の波
長帯を同時に観測でき、それぞれの波長帯毎に「バンド」という単位で分けられている[20]。
すべての人工衛星の光学センサーはバンド数が３種類上あり、バンド数が多くなるほど藻
場判別に有効な場合もあるが、その分衛星画像の価格も高くなる。ただし、近赤外、赤外
の波長は水中ではすぐに減衰してしまうので、藻場判別にはあまり使われない。購入前に
衛星画像にどのバンドが含まれているか確認する必要がある。
購入価格は、例えば Worldview-2 の 8 バンド画像（コースタルブルー+青+緑+黄+赤+レッ
ドエッジ+近赤外 1+ 近赤外 2）では少なくとも 3700 円/km2×25km2（最低面積）= 92,500 円
となる。衛星写真は 4 バンド（青、緑、赤、近赤外）や 8 バンドのオルソ画像データとし
て納品される。

24

表 3-(3)-1. 衛星画像の特徴と購入価格の目安（2021 年 2 月現在）
人工衛星
WorldView-2
WorldView-3
WorldView-4
GeoEye-1
IKONOS

運営会社
Maxar Technologies
社（米国）
Maxar Technologies
社（米国）
Maxar Technologies
社（米国）
Maxar Technologies
社（米国）
Maxar Technologies
社（米国）

ALOS

JAXA（日本)

Sentinel-2A

European

/Sentinel-2B

Agency（EU）

Pleiades-HR

CNES（フランス）

SPOT-6
SPOT-7
RapidEye

解像度

バン

（マルチ） ド数

Space

打ち上げ時期

運用終

アーカイブ価格

了時期

（1km2あたり） （1km2あたり）

最低購入面積

新規撮影価格

（アーカイブ/新規）

1.85m

8

2009年10月

運用中

3700円a

5200円~a

25km2/100km2

1.24m

8

2014年8月

運用中

3700円a

5200円~a

25km2/100km2

1.24m

8

2016年11月

運用中

3700円a

5200円~a

25km2/100km2

1.64m

4

2008年9月

運用中

3400円a

4900円~a

25km2/100km2

3.28m

4

1999年9月

1900円a

-

25km2

10ｍ

4

2006年1月

無料

-

-

10, 20m

8

運用中

無料

-

-

2.8m

4

2011年12月

運用中

2400円c

3000円~c

25km2/100km2

6m

4

2012年9月

運用中

220円c

340-680円d

100km2/500km2

6m

4

2014年6月

運用中

220円c

340-680円d

100km2/500km2

5m

5

2008年8月

140円d

-

500km2

Spot Image社
(フランス）
Spot Image社
(フランス）
Planet Labs社
（米国）

2015 年
3月終了
2011 年
5月終了

2015 年 6 月
/2017年3月

2020 年
4月終了

a

https://www.aw3d.jp/news/201908/00896/

b

https://www.restec.or.jp/solution/product/product-alos/alos-price.html

c

https://www.restec.or.jp/ja/wp-content/uploads/2016/10/SPOT_Pleiades_price_201512.pdf

e

http://www.eotec.com/images/Pricing_RapidEye_products_ver1.pdf

表 3-(3)-2. 衛星画像のアーカイブサイトと閲覧できる衛星（2021 年 2 月現在）
サイト名

URL

閲覧できる衛星
WorldView-3,

日本スペースイメージング社
（JSI社）画像検索サービス

https://iss.jsicorp.jp/map/
https://www.jsicorp.jp/satellite_image/search_buy/search.
html

WorldView-4,
WorldView-2,
GeoEye-1,
IKONOS,
QuickBird
WorldView-3,

https://discover.digitalglobe.com/
Maxar Technologies Discover

https://www.jsicorp.jp/satellite_image/search_buy/search.
html

WorldView-4,
WorldView-2,
GeoEye-1,
IKONOS,
QuickBird

AIRBUS DEFENCE&SPACE社
サイト
Sentinel ウェブサイト
ALOS オルソ補正画像プロダク
ト (ALOS-ORI)

Pleiades-HR
SPOT-6
https://www.intelligence-airbusds.com/en/4871-geostore-ordering
SPOT-7

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/alos-ori/index.html
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Sentinels-2A
Sentinel-2B
ALOS PRISM

図 3-(3)-2.アーカイブサイト（JSI 社）で衛星画像を検索する例

・新規撮影
ほしい時期の写真がアーカイブにない場合、代理店に依頼して新規撮影する。ほしい解
像度やバンド数から人工衛星の種類を決めて、撮影範囲（面積）、撮影時期を設定し、新
規撮影を発注する。撮影時期については、撮影計画立案から実施に要する期間を見込んで
発注する必要があり、年度当初の春季や天候障害の多い冬季で計画する場合は特に留意が
必要である。
必要な精度と事業予算から適切な仕様を決定した上で、航空写真とのコスト比較を行う。
成果は 4 バンド（青、緑、赤、近赤外）や 8 バンドのオルソ画像データとして納品される。

オルソ補正とマスク処理
ここからの先の処理は航空写真・ドローン空撮画像と共通である。通常、オルソ補正済
みの衛星画像を購入できるが、補正していない画像に対しては、傾きやズレがない正しい
大きさと位置に表示される画像に補正（オルソ補正）する必要がある。次に藻場に関係の
ない陸域、雲域、大水深域等をマスク処理で除外し、解析範囲を限定する（図 3-(3)-3）。
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図 3-(3)-3. 空中写真（衛星画像・航空写真・ドローン空撮画像）の解析手順について

放射輝度への変換と大気補正
空撮画像（特に衛星画像）が複数枚に及ぶ場合は画像毎に記録された DN（デジタルナン
バー）値から放射輝度へ変換する必要がある（図 3-(3)-3）。変換式は衛星画像ごとに決ま
っており、その係数の情報は衛星画像と一緒に納品される。
変換した放射輝度から大気や水中での光の散乱や吸収の影響を取り除き、海底面の反射
率のみの放射輝度データに補正することで、海底面の反射率の違いから、藻場、砂地、岩
場などを分類できる（図 3-(3)-4）。大気補正の簡易的な方法として、水深が十分に大きく
海底からの反射の影響がないと考えられる海域で観測される輝度を画像のすべてのピクセ
ルの放射輝度から差し引いて補正する暗画素法がある。
水柱補正
水深によって画像上の海底面の見え方は異なるので、水柱補正は藻場判別の精度確保に
おいて重要な工程である。藻場判読における水中補正は、Lyzenga (1981)の方法または
Sagawa et al.(2010)の方法がよく用いられる。Lyzenga (1981)の方法は、画像のバンド
（例．光学カメラで撮影した画像ならば R、G、B の３バンド）のうち２バンド間の放射輝
度の消散係数の比により算定される DII(Depth-Invariant Index)と呼ばれる指標に変換す
ることで水深の影響を除去するものである（式 1）。Sagawa et al.(2010)の方法は、同様
の底質地点（海藻がない砂質など）から抽出したバンド毎の放射輝度と水深との相関（比
例定数）を求め、これを解消対象海域の各画素地点の水深に応じて BRI(Bottom surface
Reflectance Index)と呼ばれる指数に変換することで、海底面の違いを表す（式 2）。な
お、消散係数は、画像データから底質が同様の地点（砂地、藻場なしなど）を抽出して求
める。
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𝐷𝐼𝐼𝑖𝑗 = ln(𝐿𝑗 − 𝐿𝑆𝑗 ) − (𝐾𝑗 /𝐾𝑖 ) ∙ ln(𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝑖 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（式 1）
𝐵𝑅𝐼𝑖 = (𝐿𝑖 − 𝐿𝑆𝑖 ) ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝐾𝑖 ∙ 𝑔 ∙ 𝑍)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‥・‥‥‥・・（式 2）

ここで、
𝐿𝑖 , 𝐿𝑗 : 衛星センサやカメラで観測されたｉバンドと j バンドの分光放射輝度の値
𝐿𝑆𝑖 ,𝐿𝑆𝑗 ：水深が十分に大きく海底からの反射の影響がないと考えられる海域で観測される i バンドと j バ
ンドの分光放射輝度（水面からの反射光と大気中での散乱光）
𝐾𝑖 , 𝐾𝑗 ：i バンドと j バンドの水柱の光の消散係数（m-1）
ｇ ：水中での光の通過距離を考慮する幾何的係数
Ｚ ：水深（ｍ）

図 3-(3)-4. 人工衛星で観測される放射輝度の模式図

Sagawa et al.(2010)の BRI の算出には水深データが必要になるが、DII に比べて海底面
の反射率に関する情報量が多く、より高精度での藻場判読が期待される。水深データとし
てよく利用される海底地形デジタルデータ M7000 シリーズ（日本水路協会）は、藻場が多
く形成される水深数 m 以浅の極浅水域のデータが含まれない場合が多く、Sagawa et al.
(2010)の方法が適用できない海域もある。ただし、近年、WorldView-2 など 8 バンドを有す
る人工衛星についても水深を求める実用的研究が進められている。また、航空レーザー測
深（ALB）では、浅海部の水深を計測（約 5m メッシュ単位、水深 10m で約 0.3m の精度）で
き、Sagawa et al(2010)の水柱補正が適用できる。
画像分類
画像分類は、一般に教師付き分類（最尤法、SVM、ランダムフォレストなど）と呼ばれる
手法により行われる（図 3-(3)-3）。これは代表地点における画像の放射輝度（波長デー
タ）と現地調査による藻場有無の情報を関連付けて、調査範囲全体の藻場分布を推定する
ものである。藻場の有無の判別基準は明確に定まってはいないが、海藻の被度 1～50％の
値を藻場有の閾値とする場合が多い[23–26]。藻場判読結果から GIS ソフトを活用して藻場
分布図を作成する。なお、現地データ情報も活用して、藻場の有無だけでなく、海藻藻場
とアマモ場などの種類別、被度別の藻場分布図を作成した事例もある[11, 16, 17]。
評価検証・修正
画像による藻場判読結果を教師として利用したもの以外の潜水や船上調査による現地デ
ータと比較し、判別精度（正答率）を評価・検証する。調査地点毎の藻場有無や海藻分類
ごとの正答率を算定する（P.30 の調査の実施例を参照）。正答率 70～80%程度を目標とす
る。評価検証に用いるデータは藻場分布を推定した範囲全体に均等にあるのが理想的であ
る。最後に、有識者や漁業者へのヒアリングをもとに判読結果の妥当性を評価し、必要に
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応じて修正を行う。
過去の藻場調査との比較
・他手法による調査との比較
現在と過去の藻場面積を比較する際に、過去の結果で他の調査手法が用いられている場
合は注意が必要である。例えば、環境省の第 4 回自然環境保全基礎調査（1989‒1990 年）の
聞き取りにより算定した藻場面積と空撮画像（衛星画像など）で算定した現在の面積をそ
のまま比較すると、その面積の差は経年変化なのか手法による違いなのか区別がつかない。
実際、2015 年から 2017 年に実施された環境省による瀬戸内海の藻場調査では、衛星画像
から算定される藻場面積は聞き取りのものの 0.5‒0.8 倍になることが報告されている
[15]。そのため、現在の空撮画像による
藻場面積と過去のものを比較する場合、
対象地域の一部で過去と同じ調査手法
で藻場面積を算定し、空撮と他手法の藻
場面積の差を評価することをおすすめ
する（図 3-(3)-5）。これにより対象地
の一部で空撮画像の面積（x1）と他手法
の面積(y1)の関係（y1=ax1）の係数 a を
求めて、現在の空撮画像による対象地全
体の藻場面積(X1)に a をかけた(aX1)を
過去の他手法の面積（Y0）と比較すれば、
手法差を補正して経年変化を示すこと
ができる。そのような検証をせずに、過 図 3-(3)-5.過去調査と現在の調査の藻場面積の比
去（他手法）と現在（空撮画像）の結果 較の例（[15]を参考）
をそのまま比較すると、誤った結論を導きかねない（例．図 3-(3)-5 の場合、実際は藻場
が減っていないのに空撮画像の結果と比較すると藻場が減っていると判断される）。
・空撮画像の画素サイズの設定
過去の藻場面積と比較を行う場合、対象藻場の最小面積の設定にも留意が必要である。
これまで 10,000m2（1ha）（環境省[27]）、100m2(0.01ha)（ALOS 画像を利用[11]）を最小
単位とした広域の藻場面積の算定事例がある。最近の中高解像度の衛星画像を用いると、
1 画素は 4～25m2 程度である。過年度の衛星画像は１画素辺り 100～900m2 のこともあり、現
在と過去の面積をそのまま比較すると現在の評価が過大となる恐れがある。そのため、経
年比較する場合は過年度の画像に合わせて入手した画像の画素サイズを大きくする（ダウ
ングレード）することが必要になる。これは航空写真やドローン空撮画像を過年度の衛星
画像などと比較する場合も共通に行う必要がある。

29

調査の実施例
衛星画像による藻場分布の経年比較
大分県佐伯市名護屋湾を対象に 2014 年と 2016 年の 2 時期の Worldview-2,3 衛星画像を
用いて、Sagawa et al.(2010)により水柱補正を行い、教師付き分類の SVM 法で藻場分布を
判別した。推定された藻場面積（被度 25%以上を藻場と定義）は 2014 年で 133.7ha、2016
年で 134.9ha となっており、微増していることが明らかになった（図 3-(3)-6）。2014 年
11 月の画像は 2015 年 3 月の現地 69 地点のデータに対して(表 3-(3)-3)、2016 年の画像は
2016 年 3 月の現地 69 地点のデータに対して藻場有無の判別精度（正答率）を計算したと
ころ、それぞれ正答率は 83%と 96%となった。

図 3-(3)-6. 衛星画像から判別した 2014 年と 2016 年の名護屋湾
の藻場分布
表 3-(3)-3. 衛星画像から判別した 2014 年の名護屋湾の藻場有無
（被度 25％以上を有）と現地データの比較による正答率の計算
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（４）航空写真
航空機から RGB、モノ
クロ、近赤外などのセン
サ ー を 備 え た Digital
Mapping Camera（図 3(4)-1）を用いて航空写
真を取得し、画像から藻
場を判読する方法であ
る。市町村・都道府県の 図 3-(4)-1.測量用の航空機と Digital mapping camera（国際航
と い っ た 広 域 （ ～ 業株式会社運営解説サイト MoGIST より）
600km2）で調査ができる[18, 28–30]。衛星画像と同様に基本的に藻場の有無の判別となる
が、褐藻、緑藻、紅藻、アマモ類などの分類ができる場合もある。藻場の判別の精度（正
答率）は 65～90%である[11, 14, 18, 29, 30]。
ここでは航空写真の入手方法について説明する。このデータを用いた調査計画の立案や
画とオルソ補正以降の手順は、衛星画像と共通するため、P.24-27 を参照すること。

図 3-(4)-2. 国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスにおける撮影済みの空中写真の
確認方法
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航空写真の選定と入手
・アーカイブサイト
地図・空中写真閲覧サービス（https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）が航空写
真のアーカイブサイト（撮影済み写真の閲覧サイト、国土地理院）としてある。衛星画像
と同様に藻場分布を推定したい地域、年月を設定し、撮影画像の有無を確認する（図 3-(4)2）。なお、衛星画像以上に撮影時期がピンポイントの画像があることは少ないが、1 枚 4000
円程度で購入できる。
・新規撮影
ほしい時期の写真がない場合、航空測量会社に依頼して新規撮影する。撮影範囲（面積）、
撮影時期、解像度、撮影縮尺（高度）を決めて、写真撮影を発注する。撮影に用いる航空
デジタルカメラにはエリアセンサとラインセンサの 2 種類があり、前者の代表的なものと
してインタグラフ社の DMC シリーズやマイクロソフト社の UltraCam シリーズ、後者の代表
的なものとしてライカジオシステムズ社の ADS シリーズがある。航空測量会社によって保
有機器は異なるが、各社とも藻場判読に必要な機能は満たしているので、カメラ機種まで
指定する必要はない。
航空写真は高度 300m～3,000m 程度で撮影され、撮影画角は 500m 四方～数 km 四方、地上
解像度は数 cm～数十 cm、撮影縮尺は 1/2,500～1/20,000 程度であり、必要な精度と事業予
算から適切な仕様を決定した上で、衛星画像とのコスト比較を行う。撮影時期については、
撮影計画立案から実施に要する期間を見込んで発注する必要があり、年度当初の春季や天
候障害の多い冬季で計画する場合は特に留意が必要である。成果は青、緑、赤、近赤外の
オルソ画像データとして納品される。
画像解析までのフロー
画像解析までのフローは衛星画像と共通なため、衛星画像の「オルソ補正とマスク処理」
（P.26-29) から参照すること。
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【コラム 6】航空レーザー測深による藻場分布の把握
近年、航空レーザー測
量（ALB：Airborne LiDAR
Bathymetry）により海底
地形を把握する試みが
日本国内で進められて
いる[31]。この方法では
航空機から海面で反射
する近赤外レーザーと
水中を透過するグリー
ンレーザーを投射し、海
底で反射するグリーン 図.(a)航空レーザー測深（ALB）のセンサーと（b）計測の仕組み
レーザーを観測することで水深を計測し、地形を把握することができる。海外ではこの
仕組みを利用して湾、沿岸（～110km2）の海藻の分布状況を把握する事例が発表されてい
る[32, 33]。一方、航空写真や衛星よりも費用がかかることから、まだ日本国内では藻
場調査への利用は実証段階である。この手法では砕波帯やひどい濁りでは計測できない
が、通常、透明度の 1.5 倍程度の深さまでデータを取得でき、形状の違いから褐藻やア
マモ類を分類できる。藻場の分類精度（正答率）は 70～90%と研究報告がある[19, 33,
34]。また、水深情報も取得できるので、航空写真などと組み合わせて画像のピクセルご
との水深値を用いた水柱補正から藻場判別を行うこともできる[24]。
ALB 調査の民間委託について
・ALB の適用を検討する場合は、対象海域に極端な濁りがなく一定の透明度が確保され
ていること、低高度（500m 前後）での航空機の飛行が可能であることを確かめる。
・撮影に用いるレーザーには、Riegl、Leica、Optech などがあり、航空測量会社によっ
て保有機器は異なるが、各社とも必要な機能は満たしているので、カメラ機種まで指定
する必要はない。
・使用するカメラによっても異なるが、測深精度は 0.15m 程度、透明度の 1.5 倍（最大
測深 15m）程度まで計測することができる。
・アーカイブ提供サービスはなく、新規にデータ取得する必要がある。
・ALB による航空写真撮影の発注にあたっては航空写真と同様に、撮影範囲（面積）、撮
影時期、解像度、撮影縮尺（高度）を決定する。
・航空写真に比べて低高度飛行が必要なため、費用的には割高になる。
・撮影時期は、基本的に航空写真と同様に海藻の繁茂時期を考慮の上、波浪の影響がな
い静穏な時期での実施を計画する必要がある。
・成果は基本的に青、緑、赤、近赤外のデジタルオルソ画像データ及び水深データとし
て納品される。
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