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ドローンが変える湖沼環境研究
The drone makes a change in lake environmental research
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摘　　要
　近年，さまざまな分野でドローン（小型無人航空機）が利用されており，それは湖
沼環境分野においても同様である。その主な利用用途としては，フィールドを撮影し
て植生の分布を把握したり，近距離リモートセンシングとして植物の水ストレスや生
育状況の観測に用いられたりしている。このような目的のハッキリとした用途では，
ドローンの活用は広がってきている。それ以外には，ドローンを使った立ちこみ危険
地域での採水や，環境 DNA サンプルの採水などといったユニークな利用方法が紹介
されているが，実際に広く普及しているとは言えない状況である。この理由としては
利用用途が限定的であり，その利便性あるいは優位性についての理解が広まっていな
いことが原因であると思われる。本論文では，さまざまなドローンの活用事例を整理
し，ドローンの利用が湖沼環境研究に及ぼす影響について考察を行うものである。
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1．はじめに

　近年さまざまな分野において急速な勢いで利用が
進んでいるドローン（小型無人航空機の通称：国内
では略語としては UAV（Unmanned Aerial Vehicle）
が多用される。）だが，元来，第二次世界大戦や東西
冷戦といった世界情勢の中で軍事利用を目的に発展
を遂げてきた。無人航空機とは，パイロットが搭乗
していない航空機であり，遠隔操縦及び自律飛行に
よるものが含まれる。無人航空技術には自動制御技
術，無線遠隔操作技術，航法技術，通信技術，セン
サー技術などの要素技術が含まれ（久保，2017），
1995 年には有名な軍事用ドローン RQ-1 プレデター
が開発され，実戦投入されたことは世界中で注目を
浴びた。
　有人航空機の代替として開発された大型のドロー
ンから，民生利用されるような小型のドローンが登
場するまでには電子技術や蓄電池の発展があった。
1990 年代からジャイロや加速度センサーの小型化に
より，スマホやゲームコントローラーなど身近な電
化製品に組み込まれることで，センサーチップの低
価格化に拍車をかけた。2000 年代には軍事用だった
GPS（Global Positioning System, 全地球測位システム）
の測位精度が民間に開放されたことで（杉本・柴崎，
2010），GPS 航法による位置決定が飛躍的に高精度

となった。また同時期に，従来に比べて 4 倍のエネ
ルギー密度を有するリチウム系二次電池が実用化さ
れた。こうした技術革新を背景にさまざまな用途の
ドローンが開発されるようになっていった。2010 年
にはフランスの Parrot 社がホビー用ドローンを，更
に中国の DJI 社が空撮用ドローンを発売した。廉価
で誰でもコントロールできるドローンは軍事だけで
なく産業での利用も広がり急速に普及していった。
　このドローンだが最近特に空の産業革命とも呼ば
れ，以下のような分野で活用が広がっている（野波，
2017）。農業分野においては，精密農業の一翼を担
う存在として，圃場の生育モニタリングに利用され
ている（井上・横山，2019）。災害対策の分野では，
大規模な天災が続く中で，国土地理院ランドバード

（中村，2017）や国土交通省 TEC-FORCE（国土交通
省，2004）， あ る い は DroneBird（CRISIS Mappers 
JAPAN, 2015）などの民間ボランティアに至るまで，
被災状況を確認する手段としての利用が広がってい
る。土木分野では，国土地理院の公共測量作業規定

（国土地理院，2020）の改正により，「UAV 点群測量」
の項目が新規に追加され，TS（Total Station）などの
地上測量に比べて，非常に効率的な測量手段として
利用されている。
　また，上述のようなドローンの空撮能力を活かし
た利用に加え，米 Amazon 社の Prime Air 構想に代
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表されるように，物流での利用は非常に大きな産業
規模になることが見込まれている（永岩・竹田，
2018）。本稿では，ドローンのもつさまざまな特徴
を組合せることで，ドローンの活用が湖沼環境研究
にどのような影響を与え，どのような変化をもたら
すのかを検討・評価した。

2．環境研究におけるドローンの優位性

　ドローンはその空撮技術の高さにより社会に広
まったわけであるが，それに先駆けて高い空撮技術
をもっていたのが人工衛星と航空機である。これま
での人工衛星を用いたリモートセンシングは，高高
度からの撮影であるため，地上分解能は気象観測衛
星のような数 km のものから，高分解能衛星では約
50 cm のものまでさまざまである（Jaxa, 2020）。利用
目的に応じて使い分けることが可能だが，やはり広
範囲を対象とした撮影こそ最大の長所であると言え
る。特に森林管理などの用途では広く利用されてき
たが（Beckline, 2017），粗い画像分解能が制限となり
植物単体の種の特定や分布状況の把握までは困難で
ある。航空機は人工衛星よりも低高度で飛べるた
め，より高分解能の撮影が可能となり，雲の影響を
受けにくい点で人工衛星よりも優れている。これら
に対して，ドローンを使う方法は近接リモートセン
シングとも言い換えられるが，地上分解能が数 mm
から数 cm 解像度の画像が撮影できることにより，
木や草などの種類判別や樹高やバイオマスの推定が
可 能 と な っ た（Guerra-Hernández et al., 2017）。 ま
た，これまで現地を歩いて調査していた植生調査な
どの作業効率を飛躍的に向上させることができた。
　ドローンは航空機に比べると撮影日や撮影頻度が
自由になり，コストパフォーマンスも優れている。
撮影範囲が狭いのがマルチコプター型（複数のプロ
ペラを使用するタイプ）の短所であったが，飛行機
型の航続距離の長いドローンも登場しており，航空
機利用との差は小さくなってきている状況である

（浦久保，2016）。
　ドローンの利用方法として撮影は最も使われてい
るが，それ以外の利用方法も少しずつではあるが広
がっている。その 1 つは，ドローンにさまざまなセ
ンサーロガーをつけて観測を行うものである。例え
ば，東日本大震災の後で放射線の空間線量の計測に
航空機とドローンが活用された（米谷・眞田，2015）。
そのほか，温室効果ガスの計測などにもドローンが
活用されている（Berman et al., 2012）。航空機よりも
低高度で飛行できることで，その場所の地形や植生
等の影響を反映したデータが取れることがドローン
を用いる利点である。これまでのセンサーロガーの
利用方法は定点観測に利用するのがメインであった
が，ディスプレイ付きのフィールドセンサーよりも
軽量であるため，ドローンの機動力と組合せること

で，短時間で多くの地点のデータを取得することが
可能となる。
　また，ドローンの輸送能力を生かしてサンプリン
グにも利用されている。湖沼等における採水にはこ
れまで船を利用するのが一般的であったが，傭船の
手配には手間や費用がかかるだけでなく，モーター
のスクリューによる水の攪乱，あるいは藻場など水
深の浅い場所へ乗り入れができないなど，いくつか
の不都合があった。これまでは，その代替手法が存
在しないため問題視されてこなかったものの，現場
環境をできるだけ非破壊かつ簡便な方法で採水でき
るのが理想である。船やボート，水辺への立込みな
どと比較しても，ドローンでの採水は非攪乱で理想
的な方法と言える。さらに，人が近づけない危険な
場所で安全にサンプリングを行えるなど，人工衛星
や航空機にはない利用価値がドローンには存在す
る。
　研究分野におけるドローンの特徴を整理すると，
①ドローン搭載のカメラを使ったイメージング，②
ドローンを使って試料を採るサンプリング，③ド
ローンにロガー型センサーをつけて計測をおこなう
センサーロギングの 3 つに大きく分類できる。以下
では，それぞれの優位性を生かした湖沼研究の事例
を紹介する。

3．ドローンの優位性を活かした湖沼研究の事例

3.1　ドローンを使ったイメージング
　ドローンのカメラを使ったイメージングで最も広
く活用されているのが可視光を撮影するカメラを用
いた植生あるいは地形などの分布状況の把握であ
る。狭いフィールドであればドローンをできるだけ
高く飛ばして，直下視で単画像撮影するのが最も簡
単な方法であるが，航空法の規制により 150 m 以下
という高度制限がある（国土交通省，2020）。そのた
め，単画像でカバーできない場合はオーバーラップ
撮影した画像を，SfM（Structure from Motion）ソフ
トウェアを使って正射投影に変換したオルソ画像で
広域の写真地図を作ることも可能である（早川・小
花和，2016）。図 1 は猪苗代湖畔の鬼沼上空で複数
枚の写真を撮影後に，SfM 処理によって作成したオ
ルソ画像を示している。
　また，ドローン用のマルチスペクトルカメラ（Blue, 
Green, Red に 不 可 視 光 と な る RedEdge や Near-
InfraRed（近赤外）バンドを加えたもの）も販売され
ており，バンド間演算によって植物の分布状況や活
性度を示す NDVI（Normalized Difference Vegetation 
Index, 正規化植生指数）を求めるなど（Bendig et al., 
2015），クラスター解析等を用いて樹種分類を行う
ことが容易に実施できるようになっている。そのほ
かにも，更に長い波長である Thermal-InfraRed（遠
赤外）を使った赤外線サーモグラフィーカメラを
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使って土壌水分量の予測なども可能となっている
（Iizuka et al., 2018）。
　可視光カメラ搭載ドローンを利用すれば，これま
では数 m の範囲で行われていたコドラート法による
調査を数十倍の規模で行うことが可能となる。一
方，マルチスペクトル搭載ドローンを使えば，水生
植物の光合成活性やアオコの分布状況の把握が可能
となるだろう。あるいは赤外線サーモグラフィー搭
載ドローンを使えば，水温の異なる水塊の広がりも
認知することが可能となる。
3.2　ドローンを使ったサンプリング
　ドローンを使ったサンプリングの事例はあまり多
くないが，地下水サンプラーを吊るしたドローンに
よる火山性湖沼の遠隔採水では，1 km 以上離れた場
所から危険な場所に近づくことなくサンプルを取得
している（Terada et al., 2018）。ステンレスのポット

（1 L）を吊るしたドローンによる環境 DNA 用の採水
では，船を使うより簡易にコンタミの少ない採水が
可能であると報告されている（Doi et al., 2017）。これ
らの事例は 1 フライトで 1 地点の採水を行うもので
あるが，海外では小型のポンプを搭載したドローン
による多地点採水の試みなどが報告されている（Song 
et al., 2017; Banerjee et al., 2020）。ドローンの弱点は
飛行時間の短さであるため（通常は 1 フライト 20 分
程度），ホームポイントと採水地点の往復をしなくて
すむ多地点採水ドローンは魅力的である。しかし，
多地点採水ドローンは未だ発展途上の技術で問題も
指摘されている。採水時の飛行高度が低くドローン
から発生するダウンウォッシュ（直下方向への風） 
が水塊を攪乱する影響を考慮していない点である

（Miura & Kohzu, 2020）。図 2 は水上 3.5 m の位置に
ホバリングさせたドローンから吊り下げた温度ロ
ガー（水深 10，30，50，70 cm）で計測した水温の変
化である（Miura & Kohzu, unpublished data）。水深
10 cm では実験開始直後から水温が下がり始め，約

1 分半後には水深 30 cm の初期水温である 9.5℃で
安定した。その後，水深 70 cm では約 2 分半後から
大きく水温が下がり始め，8℃付近で安定した。水
深 70 cm の水温が下がったことで，その上の水深
50 cm，30 cm の水温は 7 分以降に低下を始めてい
る。この結果はダウンウォッシュが底層の水塊を巻
き上げることを示している。図 2 ではホバリングの
継続によって水塊の攪乱が伝播していく様子の一例
を示したが，風の状況や水塊の上下層の温度の違い
に起因する密度差なども伝播速度に影響を及ぼすと
考えられることから，実際にドローン採水を行う際
には，水塊を攪乱しない十分な飛行高度を確保する
方法が現実的な運用方法と考えられる。
　高山湖の微生物の空間分布を計測した事例では，
採水量が 50 ml と少量で，250 m2 の範囲と近距離で
はあるが 1 フライトで複数地点の採水を行っている

（Benson et al., 2019）。我々も中型のドローンから地
下水サンプラー（採水量 330 ml）を 8 m のワイヤーで
吊り下げて，日常的なサンプリングに活用してい
る。ホームポイント上でドローンをホバリングさせ
た状態でサンプラーを付け替えることで，1～2 km
程度の距離を 1 フライト 3，4 地点往復させる採水
を行っている。利用しているドローンは 1 バッテ
リーで約 20 分のフライトが可能であるため，1 時間
で 10 点という非常に迅速なサンプリングを実施し
ている。
　ドローンを使って適切な飛行高度でサンプリング
を行えば，迅速に非攪乱に近いサンプルを取得する
ことが可能である。このことは多地点において並列
的に日周変動を追いかけるような時間分解能の高い
調査を可能とする。例えば 5，6 km2 の規模の水域
であれば，1 時間で 10 地点の採水が可能であるた
め，これを複数回繰り返せば，水域全域における水
質の空間分布の時間変化を観測することが可能とな
る。あるいは水の流下速度に合わせて採水を行うこ
とで，水域への流入から流出へと同じ水塊が時々
刻々と変化していく様子を把握できる可能性もある
だろう。
3.3　ドローンを使ったセンサーロギング
　地球温暖化ガスや放射線空間線量の計測など，大

図 1　SfM 処理した猪苗代湖畔の鬼沼のオルソ画像．

図 2　ドローンのダウンウォッシュによる湖水温の変化．

ホバリング時間（分）

水
温（

℃
）
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気観測分野ではさまざまなセンサーをドローンに 
搭載して計測が行われている（Berman et al., 2012; 
Sanada & Torii, 2015）。しかし，湖沼環境研究では
大気観測のようにドローンに直接センサーを搭載す
るのではなく，センサーを吊り下げて水塊の計測を
行う必要があるためか事例が少なく，ドローンにフ
ロートをつけて着水して計測を行うもの（Koparan 
et al., 2018），あるいは水温の計測にロガーを吊り下
げたものにとどまる（Miura & Kohzu, 2020）。この際
もダウンウォッシュの影響については，当然考慮す
る必要がある。採水器の代わりにロガータイプの多
項目水質計を使用することで，直接水質の計測が可
能となり調査地点とホームポイントとの往復が必要
ないため，より多くの地点が計測可能となる。ある
いは，センサーを吊るすワイヤーを長くしてやるこ
とで，水深数十 m の深度別の計測も物理的には可能
となる。また，センサーとは異なるが，我々は 360
度カメラを使って水中の動画撮影を行っている。定
点カメラを使った植物の生育観測といった定性的な
研究は多く見られるが，最近では AI や機械学習を
利用した解析手法の進化により，定量的な環境情報
抽出の試みが行われている（Crimmins & Crimmins, 
2008; Lynch et al., 2015）。水中の動画撮影だけであ
れば，水中ドローンの利用も考えられるが，視野角
が制限されない 360 度カメラの方が情報量の面で優
れている。撮影された高解像度の動画からは水中の
浮遊する懸濁物質や微生物から魚類，湖底の地形，
土壌，植物や底生生物など，定量的ではなくとも，
その場その時の状況を理解するのに役立つ情報を非
常に多く得ることができている。
　ドローンを使ったセンサーロギングは船や立ち込
みなどによるセンサーロギングに比べて現場の水塊
構造に大きな変化を与えることなく，より自然な状
態をモニタリングすることができ，カルデラ湖のよ
うな危険な場所でも安全にモニタリングすることが
できる。さらには，動画情報を組合せることで，さ
まざまな水質項目の計測と同時に視覚的な情報を加
えることができ，これまでにないユニークなデータ
取得が短時間で可能となる。
3.4　 従来調査とドローンを併用することで 

可能となる新たな環境解析
　図 3 は下水処理施設からの放流水が三面張りの
人工河川を通じて湖内に流入している様子である

（Miura & Kohzu, unpublished data）。この日は河道
方向に対して直角に風が吹いている影響で，湖水よ
り高水温の放流水が鋭角に折れ曲がっていた。一般
的に考えると，放流水の影響を観測するためには，
河道の延長線上に何点かの観測点を設置してしまう
ため，放流水の影響を過小評価することになるだろ
う。それに対して，図 3 の流動場を理解した直後に
船で当該水域の採水をすることで，我々は放流口か
ら離れた水域（図 3 の画面右下）でも処理水の影響下

にあることを，水質データから明らかにすることが
できた。ひとえに，ドローンによる俯瞰的な流動場
の理解がフィールドにおいてできたおかげである。
　また，図 4 のような自然河川においては，撮影時
期や天候等といった条件の制約はあるが，砂洲の地
表面温度の違いにより伏流河川の存在を示唆する 
ような情報を取得することも可能である（Miura & 
Kohzu, unpublished data）。
　上述の例のように，川から湖へ，あるいは川から
海へと推移していく遷移帯（接続部）の環境は非常 
に不安定で変化の激しい場所である（Boulton et al., 
1998）。このような不安定な場においては，固定点
で用いる従来型の調査方法よりも，高い機動性と柔
軟な対応が可能である，ドローンを用いたモニタリ
ング調査の方が，より効率的・効果的であると考え
られる。
　人間の視点は 2 m 弱と低いため主観的に周囲の状
況を判断しやすい。ドローンを使って上空から俯瞰
的に比較・観察することで気づかされることは思い
のほか多いものである。調査フィールドにおける客
観的な視点を確保する意味でも，ドローンによって
調査時の状況を記録することは有益である。

図 3　新川河口における処理場温排水の温度分布．

図 4　奥日光白根沢のサーマル画像．
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　これまで，ドローンの 3 つの利用方法を紹介した
が，これらを組合せることで更に効率的な調査が可
能となる。サーモグラフィー画像を見ながらピンポ
イントで湧水のサンプリングを行う，あるいは湖底
の画像を 360 度カメラで録画しながら水質を計測す
るなど，さまざまな組合せが考えられる。
　さらに，技術が進んでドローンの耐風・防水性能
が向上すれば，嵐の中でのサンプリングが可能とな
るだろうし，映像やセンサーデータをテレメトリー
で送信できるようにすれば，湖底の状況をオンタイ
ムで見ながら，採水や計測が可能となるだろう。
　このようにドローンは調査の為のツールとしてだ
けでなく，既存の調査手順や方法に変革をもたらし
ながら，これまでに見られなかった自然本来の姿を
映し出す手助けをしてくれるだろう。

4．おわりに

　湖沼環境研究におけるドローンの使用事例を整理
し，新しい活用方法を提案した。考察を進めていく
中で，ドローンが環境計測に親和性が高く，まるで
ネットワーク HUB のように要素技術を結び付ける
ものであることに気づかされた。ドローンを HUB
とする環境計測機器群を投入することで，次世代型
のモニタリングが可能となるであろう。
　ドローンはまだまだ発展途上の技術である。最近
は水中ドローンも数多く発売されるようになり，随
分と操作性も向上してきている（南，2020）。このよ
うな新技術も取り込みながら，これまで解析が困難
であった，沿岸生態系，干潟のような物理的・化学
的・生物的な現象が同時に生起する複雑な生態系に
対して，我々がこれまで入手できなかったサンプル
や情報を与え，湖沼環境研究を新たな領域へ進める
可能性をドローンは秘めているのではないだろう
か。
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