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東海大学紀要海洋学部第46号 1-15頁 (1998)

鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusket，α)の年齢査定*

遠藤義則叫・渡曾理*3・五十嵐満*3

Age Determination of Salmon (Oncorhynchus keta) 

Using Scale Pattern Analysis 

Yoshinori ENDO， Osamu W ATARAI and Mitsuru IGARASHI 

Abstract 

A scale of salmon (Oncorhynchus keta) is a small object with a diameter of 

approximately five millimeters， in which circuli patterns like those of annual ring 

found in the tree are observed by a microscope examination. In the patterns， two kinds 

of belting zone of rings are also observed， one of which is referred as “resting zone (or 

winter zone) " and the other “growth zone (or summer zone) ". 

The number of the resting zone is regarded equal to the age of the fish. 

The work of scale reading， being carried out， in many fisheries laboratories， is 

quite a worrisome task for biologists; especially the reading of enormous scale impose 

a heavy burden on them. 

For purpose of saving their labors， the authors have designed and developed an 

instrument system for determining the age of chum salmon using its scale pattern data 

optically read using a CCD image sensor. 
In the present paper， the authors propose a new algorithm for extracting the 

number resting zones for the analysis of fish age. The results of the age determination 

by the ages measured by the proposed method coincided with those measured by the 

visual method on approximately 76.5 percent of the fish sampled. 

It was shown that the proposed system was useful for the purpose of estimating the 

fish age from the scale pattern information. 

* 東海大学海洋学部業績A第582号.受理1998年4月10日
*2 矢崎計器閥計器第二開発事業部

*3 東海大学海洋学部海洋工学科
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遠藤義則 ・渡曾理 ・五十嵐満

1.はじめに

サケ (Oncorhynchusketa)の鱗(ウロコ)は，直径約 5mm程度の大きさで木の年輪に似

た鱗紋パターン (Scalepattern :鱗紋相)が観測される.そのサーキュリ数(輪紋数)は，

60~80本存在し，サーキュリとサーキュリとの間隔は， 20~50μm 程度あり，このパターンの

中に魚体の成長過程や生理状態などを示す情報が含まれていると考えられている.鱗紋パター

ンを解析することで，その魚の年齢査定や母川を特定しようという手段は広く応用されてお

り，解析結果はサケの人工醇化 ・養殖事業の計画 ・管理のためのデータとして利用されている

(Watarai et al. : 1992). 

一方，これらの検鱗作業は，今も殆どが手作業に依存しており ，膨大な時間と労力の浪費に

より検鱗作業が行われている.また，手作業の計測法では，大量なデータ処理や，データの再

現性に問題が起こる可能性がある.

筆者等は，シロザケの鱗紋パターンから輪紋数，並びに輪紋間隔をビデオカメラから読み取

り，鱗紋相の有する特性解析を行い，魚体の年齢情報を能率良く測定するシステムを開発した

ことを既に報告した(遠藤等:1996.本紀要第44号). 

本報告は，システムの再検討により ，再遊的に76%の正答率で，魚の年齢を査定できること

を明らかにしたのでここに報告する.

2. システムの基本構成

Fig.1に本解析システムの構成図を示す.このシステムは，ビデオカメラ，画像取込用パー

ソナルコンビュータ (PC)及び画像処理用パーソナルコンビュータ (PC)から構成される.

ビデオカメラにより ，拡大された画像を画像取り込み用 PCで，PGMファイル (Portable

Gray Map File: 8 bitグレイスケールデータ)として画像保存する.この画像データを，画

像処理用 PCのディスプレイ上で，マウスにより始点と終点の 2点を指定しこれらを結ぶ直線

の計測軸から，サーキュリ数，及びサーキュ リ間隔を計測する.そして，計測されたデータを

用いて年齢査定を行う.

VIDEO CAMERA crl叫

o Image 
Processor 恐:132Lsor

MICROSCOPE 。己
〔

V
EHARDDISK 

Fig. 1 Configuration of the fish age analyzer. 
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鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusketa)の年齢査定

3.基本設計

本システムの基本設計を Table1に示す.

Table 1. Specifications for the age analyzer. 

Image prcessor 

CPU I Power PC603e 

os I KT7.5.5 

Memory 

HDD interface 

16Mbyte 

500Mbyte 

Data processor 

CPU Pentium 166 

os I Red Hat Ver.4.2(Linux) 
RAM 14 8 M b向

HDD inte巾 ce I 1.2Gbyte 

External connectionl Etト附

Input image Microscope， Vldeo camera 

4.鱗紋情報の解析

鱗を Fig.2に示す.鱗は，真皮内に斜めに生じ重なりあっている.外部に露出している部

分を露出部，被覆された部分を被覆部と呼び，主に，この被覆部にウロコの紋様が形成され

る.

h: Outermost edge 

g: Second Resting Zone 

d:Juncture : Circulus 

Fig. 2. Scale Pattern image of chum salmon. 
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遠藤義則・渡曾理・五十嵐満

サーキュリが粗密の間隔で形成されるのは，鱗縁辺部の成長の度合いと，サーキュリの形成

率の変化が反映されている結果と考えられている.つまり，春から夏にかげでの成長の速い時

期には，サーキュリ間隔は広くなるが，秋から冬の成長の低下する時期はサーキュリ間隔が狭

い帯が形成される傾向がある.このサーキュリ間隔が狭くなる部分を休止帯あるいは年輪と呼

び，休止帯の数(越冬回数)を数えることでそのサケの年齢を推定する.

[鱗紋の名称]

a.焦点 (Forcus)

鱗の中心部でかつ鱗の初期発生部分であるが，鱗の成長の度合いは，不均一になるた

め，焦点は鱗の中心より前方あるいは後方に偏在する.

b.サーキュリ間隔 (Distancebetween circuli) 

c.サーキュリ (Circulusridge) 

成長線，降起線とも呼ばれ，焦点の周りにほぽ同心円に輪紋をなす.魚体の成長に伴い

形成される.

d.境界線(Juncture)

被覆部 (CoveredPart) と露出部 (ExposedPart)の相接する部分の境界.被覆部と

露出部は，サーキュリの有無により判別する.

e.成長帯 (GrowthZone， Summer Zone) 

夏期の成長期における鱗の成長の良好な部分で夏期帯とも呼ばれる.サーキュリ間隔が

広い部分を示す.

f.第一休止帯 (FirstResting Zone， First Winter Zone) 

g.第二休止帯 (SecondResting Zone， Second Winter Zone) 

サーキュリ間隔の狭い部分，及び不連続な形成部分.年に一回休止帯が形成されるた

め，年輪と呼んでいる.

h.最外縁 (Outermostedge) 

4.1 サーキュリ間隔の読取り

4.1.1 PG乱4ファイノレ

ビデオカメラから入力された画像をPGM(Portable Grey Map)ファイルとして保存する.

鱗画像を画像ファイノレに変換する場合，可逆性画像ファイル (BMP，pgm， Tiff， e.t.c.) 

や非可逆性画像ファイル(JPEG，e.t.c.)等の変換形式がある.本研究では，非可逆性の画像

ファイルでは，各ドットデータが正確に示されないため，可逆性ファイルを用いた.

PGM画像ファイルとは，可逆性をもっ 8bitグレイスケールの非圧縮画像である.これは，

米国の JefPoskanzerが，コンビュータや OSに依存しない画像ファイルとして開発したファ

イル形式である.ヘッダの形式はバイナリデータではなく，テキストデータであるため，デー

タの確認は簡単であるが，画像ファイルによってヘッダの大きさが変化するという欠点があ

る.データ部は，バイナリデータで，白は‘00'，黒は‘FF'で記録される(斎藤:1993). 

4 東海大学紀要海洋学部



鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusketa)の年齢査定

4.1.2 測軸発生アルゴリズム

サーキュリ間隔データを読取るために，鱗紋画像をモニタに出力し，マウスカーソルにより

計測軸上線の始点 (XJ， Yl) と終点 (X2，Y2) を決定する.本研究では，鱗の焦点から最外縁

までの最長軸を選んで計測軸を決定した.この，計測軸は，始点と終点の座標から DDA

(Digital Differencial Analyzer)を用いて計算した直線を用い，発生させ，計測軸上のデータ

を順番に取り込んだ.この DDAは，X， Yの方向の大きい方の座標を 1つずつ単位移動量だ

け変化させ，他方の座標は，真の値に最も近い数値を選ぶ、というアノレゴリズムである.

4.1.3 平滑化 (Smoothing)

輝度データには，試料プレートの傷や汚れ，電気的ノイズなどの信号が含まれている.この

ノイズ成分を除去するために，移動平均をとり平滑化を行った.

移動平均の原理はアナログ・フィルタと同じくコンボリューション演算を基本としている.

アナログ・フィルタの出力 Y(t)は，入力信号 X(t)とのフィルタのインパルス応答 h(t)との

コンボリューションにより，

グ(t) = 1: X ( r) h (t一 r)dr 

= 1: h ( r) X (t -r) dr ( 1 ) 

と表される.これに対し，平均移動法は，入力信号を n個の離散値 X(i) (但し，i = 1， 2， 

…， n)で表 12..-N(= 2m十 1)個の離散点からなる“重み関数"ω(j) (但し，J - -m， 

…， -1，0，1，…， m)を用いて，平滑値 Y(i)を次のように求める.

唱 m

y(i・)=す 2ω(j)• X (什 j) (i =m十 1，m+2，…， n-m) ( 2 ) 

w= L: w(j) 

ただしWは，正規化のための定義である.この重み関数はアナログ・フィルタのインパルス

応答の時間軸を逆にとったものに相当する.しかし，アナログ・フィルタのインパルス応答

が，つねに現在と過去の値のみを対象とした非対称な形であるのに対して，移動平均法での重

み関数では任意の関数形を用いることができる点に大きな違いがある.

本研究で移動平均の重み関数は，矩形関数を用いた.演算式は矩形の幅を，N=3，ω(j) 

三 1とし，式(2 )は，

1 m 

y(i) =す-~ x(i十j)
，J J=-m 

と表される.

第46号 (1998)
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遠藤義則・渡曾理・五十嵐満

4.1. 4 サーキュリ間隔読み取りアルゴリズム

鱗紋輝度データ読み取りプログラムで，取り込まれた断面データ S(x) (Fig. 3)からサー

キュリ間隔を求める.S(x)において，直前の値との差分を調べて，極小値を検出する.ここ

では， ε=S(x+l)-S(x)の計算を行い e>0の判定値を“ 1"， εζOの判定値を

“0"とする.この各ピクセルごとの判定値で初めに“ 0"になるピクセルから次に“ 1"か

ら“ 0"になるピクセノレまでを数えてサーキュリ間隔を求めた (Fig.4， Fig. 5， Fig. 6) • 

ー由
> 
由-

250 

200 

，.c; 150 
1込
同
Q) 

長100

-国
同
b.O 
あ 50

0 
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Pixels along the axis 

Fig. 3. Signal waveforms obtained from video camera along measurement axis. 

4.2 年齢情報抽出アルゴリズム

鱗の形成は，水温の変化や餌量の多少に密接な関係があることが報告されている.すなわ

ち，水温が上昇し成長度が大きくなるとサーキュリ間隔は広くなる.また，水温が下降すると

サーキュリ間隔は狭くなる.これらから，年齢査定は越冬回数を示すサーキュリ間隔が狭くな

る休止帯の数をカウントすることにより年齢を査定することができる.

F (i) = L: X; (i = 1， 2，…， n) ( 4 ) 

しかし，上式の増加割合では休止帯の識別が困難となる.本研究では，鱗紋間隔の変化分だ

げを調べるために，任意の個体から標本抽出されたサケの鱗紋のサーキュリ番号 iに対するサ

ーキュリ間隔をあ，サーキユリ総数を nとして，平均X，および偏差Xをそれぞれ求める.

6 

x=上土X;， Xi = Xi - X ( i = 1， 2，…， n) 
η i=l 

次に，上式でもとめた各サーキュリ間隔の偏差X を加算してゆく.

( 5 ) 

東海大学紀要海洋学部



鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusketa)の年齢査定

Fig. 4. Algorithm for estimating distance between adjacent circuli. 

f(i) = L: X ( 6 ) 

( 6 )式において，成長が進んでいる場合この関数は増加する.また，成長が停滞している場

合この関数は減少する (Fig.7). 

成長帯と休止帯を示すピーク位置を求めるために f(i)の微分値を求める.

コンピュータを用いてデータの極大値と極小値を求めるためには，直前の値との差分を調べ

ればよい.滑らかなデータがあればこの方法は有効であるが，鱗の成長状態を示しているデー

タは，多くの極大値と極小値が表れる.本プログラムでは，波形の傾きを求める差分演算に適

当な平滑化処理を併用した.

本研究では， SavitzkyとGorayによる 2次多項式適合による平滑化微分を用いた.この平

滑化微分に用いる重み係数は，傾きが 1の直線となる.点 iを中心に 2m+ 1点について信号

第46号 (1998) 7 
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Fig. 5. Algorithm for measuring distances circuli. 
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Circuli number 

Fig. 6. Distribution of distance between circuli against circuli number. 
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鱗紋画像解析によるサケ(0切corhynchusketa)の年齢査定

Fig.7. Algorithm for estimating fish age. 

波形が完全相聞があると仮定すれば，その微分波形は，

y'(i) = 2a(j -i) + b 

となり，中心点 iでは y'(i)= bとなる.したがってこの係数bを求めることによって，中心

点、 iでの微分値 y'(i)が求められる.プログラム中では〆(i)をdf(i)と書き換え，重み係数

は次式のように決定した.

df(i) = (Di-2 X VIii + Di-1 X 院 +DiX 肌 +D川 X ~+Di+2 X 院)/ WN 

(i=2， 3， 4，…，n-2) VIii=-2 TVz=-l TVz=O ~=1: Ws =2 

( 8 ) 

ただし，Dは各点， aうvは正規化定数.

この，データから df(i)> 0かつ df(i+l)<Oの場合成長帯となり，df(i) < 0かつ df(i

+ 1) >0の場合休止帯を示す (Fig.8).休止帯だけをカウントすると偽年輪と呼ばれる偽り

の年齢をカウントして，年齢査定に誤りが出てしまうため，成長帯と休止帯の二箇所を考慮し

年齢を査定した.

第46号 (1998) 9 



遠藤義則・渡曾理・五十嵐満

E官:[人 華

30 

匂0・4

ag -2 

ー3

Fig. 8. Distribution Curve of sum of deviation x against circuli number. 

4.3 テストパターン

年齢査定を行う一連のプログラム動作を確認するために Fig.9に示す同心円を用いて検証

した.計測軸は焦点から水平方向“

果 (σFi泡g.1叩O~F日ig.12幻)から，焦点からどの方向に計測軸を設定してサーキュリ間隔を読み取

れることが判る.

Fig. 9. Concentric circles pattern for test reading of annual rings. 
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鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusketa)の年齢査定
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Fig. 10. Signal waveforms along measurement axis. 
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Fig. 11. Variations of distance between circu日.

5 .解析結果

結果を Table2とFig.13にそれぞれ示す.

専門家が目視計測で得られた年齢を基準として，年齢査定プログラムで判定した結果から，

81個体のうち62個体が正しい年齢として判定された.
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鱗紋画像解析によるサケ (Oncorhynchusketa)の年齢査定
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Fig. 12. Distribution Curve of sum of deviataon x against circu日number.

13 

Table 2. Fish age distribution. 

Age Total number of test samples Number of right answers 

2years 2 
3years 48 37 
4years 21 17 
5years 9 7 
6years 。
Total 81 62(76.5%) 
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理・五十嵐満遠藤義則・渡曾
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Fig. 13. Score distribution of the right ages obtained by the proposed analyzer. 

む すび

本研究は，以前から研究されてきた年齢査定アルゴリズムの開発を目的とし，新しいアルコ。

リズムを用いた鱗紋輝度データ読み取りプログラム，サーキュリ間隔読み取りプログラム，成

長度検出プログラム，年齢査定プログラムの 4つのプログラムを開発した.

一連のプログラムを用いて76.5%という査定結果が得られた.最初に開発した年齢査定プロ

グラムでは，偽年輪の除去がほとんど行われなかったため， 55%という判定結果となったが，

最終的に偽年齢を除去するアルゴリズムの開発により判定精度が向上できた.

これらの結果は，十分な精度とはいかなかったが，プロトタイプのアルゴリズムとしての所

要は果たせた.しかし， 90%以上の判定精度を求めるため，自動学習機能などを持つアノレゴリ

ズムの開発が必要となることが判明し，さらに検討の余地を残す結果となった.

6. 

辞

本研究を行うにあたり，シロザケの鱗のレプリカを提供して下さった，水産庁遠洋水産研究

所石田正行博士をはじめ，水産庁遠洋水産研究所の方々に心より感謝とお礼を申し上げます.

C言語プログラミングに関して，様々なご助言を賜りました電子計算機清水分室の方々にお

礼を申し上げます.
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また，研究にご協力下さった大学院海洋学研究科海洋工学専攻小向善幸君をはじめ，本学海

洋工学科渡曾研究室の皆様にお礼を申し上げます.
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