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Abstract
The method of sea depth measurement using fluorescence imaging lidar for the monitoring of sea bottom
environment such as coral reef ecosystems from sea surface is developed. We observed UV induced fluorescence
signal from pseudo corals by the gated photomultiplier which is a part of the lidar system. Assuming that coral
reefs are commonly found at depths shallower than 30 m, the measuring accuracy for this method is evaluated to
be about 1 to 2 cm.
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Fig.1 Monitoring of coral reef using fluorescence imaging lidar.
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4. まとめ
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Fig.2 Signals from PMT(wavelength = 450nm).

評価した. 30m 程度の水深を
高精度に計測する必要のあるサンゴモニタリン
グにおいて, この結果は十分利用可能であると
考えられる. ただしサンゴ礁が多く見られる地
域であっても透明度は常に高いとは限らないた
め, 計測精度の更なる評価が必要である.
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Fig.3 Measuring accuracy for sea depth (bars) and average of
peak time (dots) with the linear approximation (line).

