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宮崎県工業技術センター ・宮崎県食品1)1'1発センター研究報告

超短パルスレー夕、によるチョウザメの雌雄判別に関する研究*

小田誠"1 ・ 間瀬 淳~~ 2 ・伊藤直樹汚2 ・肥後一彦市 l・烏原亮*1

Study of Male and Female Distinction Method of Sturgeon using Ultrashort Pulse Radar 

Makoto ODA， Atsushi MASE， Naoki ITO， Kazuhiko HIGO and Ryo TORIHARA 

マイクロ波帯域において魚の精巣と卵巣の誘電率に違いがある ことに着目し， チョ ウザメの非侵襲雌雄判

別方法を検討 した.パルス|幅130psのインパルス発生器を用いた超短パルスレーダによる測定方法を提案し，

その有効性を示した.

キーワー ド:反射計，非侵襲，超短パルスレーダ，アンテナ，雌雄判別

1 はじめに

宮崎県の水産業関係者は，チョ ウザメ産地化と県

産キャビアのブラン ド化を目指し ている.一方，宮

111奇県水産試験場がチョウザメ稚魚の大量生産技術を

確立し たこともあって，養殖業へ新規参入する県内

水産業者等が増加している.キャビアの生産効率を

あげるためには，チョウザメ が若い段階で， 雌雄を

判別し，雌のみを確保することが望まれる.しかし，

外見での雌雄判別は難しく (図 1)，生殖腺の一部

を採取して (図 2)，顕微鏡等によ り雌雄を判別す

ることが必要であるため手聞がかかる うえに，採取

後へい死する確率が高い.効率的なキャビ、ア生産の

ためには， 簡便で安全な雌雄判別装置の開発が必要

である.これまでにチョ ウザメ以外の魚について，

近赤外線や超音波などを用い，非侵襲で雌雄を判別

する手法の開発が鋭意試みられてきたが，それぞれ

欠点があり ，いまだ確固たる雌雄判別手法は開発さ

れていない.マイクロ波やミ リ波などの電波を用い

た方式は，①近赤外線方式に比べ光源の透過性が高

く，②超音波方式に比べ波長が短し、光源を用いてい

るため分解能が高い，などの特長によ り雌雄判別が

可能になると考えられる.

通常，電波による計測法は，電波を測定物に照射

電li悲波を)Iiし、た生体等の非侵襲言1-i111j技術に関する研究

(第一 3報)

ネ 1 機械電子ifll

>:< 2 九州大学産学連防セ ンター

し，その反射波を受信 ・解析する ことにより行う方

法であり反射計と呼ばれるが， 一般的な反射計では，

精巣・ 卵巣に照射し た電波の反射波が，魚表面での

反射波に埋もれてしまうので，精度に限界がある.

そこで本報告では， 九州大学の間瀬教授等が乳がん

検出を目的として開発してきた，パルス幅がピコ秒

のイ ンパルス (フーリエ周波数成分 :~マ イ クロ波

領域)を光源として用いる超短パルスレ ーダをチョ

ウザメの非侵襲雌雄判別測定のために改良し，非侵

襲雌雄判別を試みた.超短パルスレーダでは，反射

波が検出器に達する時間差をもとにして，精巣 ・卵

巣での反射波と魚表面での反射波を分離する ことが

できる.

図1 チョウザメの外観
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図2 チョウザメの生殖腺

2 実験装置・方法

2-1 誘電率測定方法

反射計は， 誘電率の不連続面における反射披を測

定し，誘電率の違いによ り生ずる反射波の差異から，

測定物の状態を推定する.誘電l:yfが同じであれば，

反射波に差異は生じない. そこで，まずマイクロ波・

ミリ波帯域におけるチョウザメの精巣と卵巣の誘電

率を1H~定 し た . 複素誘電率は， 終端開放の同ïlí.l!l プロ ー

プを用い， 500 MI-Iz-50 GHzにおける複素反射係

数をネッ トワークアナライザで測定することによ り

求めた.誘電率には温度依存性があるため，測定に

あたっては試*4の楓度を一定 (20
0

C) にした.

2-2 超短パルスレーダ装置

本研究の測定システムを図3に示す 11.2) システ

ムは，超短パルス(インパルス)発生装置，送受信

アンテナ，信号収集装置およびデータ処理装置で構

成される.超短パルス発生器には，パルス 11幅130ps 

の出力 をもっ インパルス発生器 (AVTECI-I

A VI-I-8-1) を使用し，そのインパルス信号をアン

テナに給電した.これをアンテナから被測定物に!照

射する.媒質の表面や誘電率の不連続面で反射され

た信号は，受信アンテナで受信・検波・ 再度パルス

化される. インパルス発生器からアンテナまでの伝

送線路には， 周波数0-18GHzの帯l戒をもっ低損失

同!I1rtlケープルを利用した.
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図 3 超短パルスレーダ

2-3 アンテナの設計・試作と評価方法

パルス 11届130psのインパルス出力のフー リエ周波

数成分は1-8GHzで、ある.測定の高空間分解特性を

実現するためには，周波数特性が広帯域であるイン

パルスを効率よく 放射および受信するアンテナが重

要である.そこで， 周波数3GHzから8GHzIこわ

たって①反射特性 (811)が-10dB以下，②伝送特

性 (821)が平坦なピークをもち，③ゲインが821と

同様な平坦なピークを有するアンテナが必要である.

そこで，平面基板アンテナを選択し，設計・試作及

び評価を進めた.本研究では，ビパルディアンテナ

(図 4 (a))，ボウタイアンテナ (図 4 (b))，八木

字国アンテナ (匡14 (c)) などの設計・試作を進

め，評価を行った.アンテナのSパラメータ (①811，

②82J は，同一アンテナを対向 させ，ネッ トワ ー

クアナラ イザを用いて測定した. また，③ゲイン

(無指向性アンテナと比較した利得)も測定し， そ

れぞれの周波数特性をグラフにした.
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図4 (c)八木字国アンテナ

2-4 チョウザメ測定方法

測定システムは，送受信アンテナが独立したパイ

スタティック構造を採用しており，受信アンテナで

検出した反射信号をサンプリングオシロスコープで

収集した.送受信アンテナを|燐り合わせに並べて治

具に取り付け，自動回転ステージ(シグマ光機社製

SGSP-120Y A W) に固定した. 実験は，医15に示

すように，発泡スチロールの枠にチョウザメを置き，

送受信アンテナを魚の胸ひれから腹ひれの問で O。

から 180。まで，背びれの上を通るように 5。ずつ回

111[，させた.測定には雌雄が判明している 3組のチ ョ

ウザメ (7歳魚)を使用し，この枠にチョウザメの

胸ひれから腹ひれの聞の体幹部体側 (この部分に精

巣・卵巣がある)をはめて測定を行った.今回使用

した7歳魚チョウザメの体11扇は，約70mm程度で、あっ

たので，枠の11I百を70mmとした. これによ り，魚

の中心を測定台の中央に配置できる.またアンテナ

先端から試料表面までの距離を一定にできる.

?ンテナ位置

- ...  ・ 『，，;t〆....，
J 

J 

+ 仁コ
アンテナ

発泡スチロール

図5 ;，~IJ定方法

3 測定結果

3-1 誘電率測定結果

凶 6に複素誘電率の測定結果を示す.参考として

精巣と卵巣に成長していないチョウザメの生殖腺と

魚肉の誘電率も表示する.測定結果から，低誘電率

の生殖腺が，誘電率の大きい精巣と卵巣に発達する

こと がわか る.また， DC-lO GHzにおいて精巣と

卵巣の誘電率の差が比較的大きく，魚肉の誘電率と

も差があることから，精巣・卵巣の区別は可能であ

ると考えられる.
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図6 誘電率 (実部)
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なお，誘電率 (虚部)も同時に測定したが，同様だっ

たので，ここでは省略する.

3-2 アンテナ特性測定結果

試作したアンテナの中で最もチョウザメの雌雄判別

に適していると考えられる，ボウタイアンテナの評価

結果を図 7に示す.測定は，電波11音室内で行った.

グラフの横山I1は周波数，縦11油は強度を表している.
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図7 ボウタイアンテナ特性

①一一S11[dB]

② S21[dB] 

③ ゲイン[dBi]

Sllは、送信側アンテナ単独で接続した同1I1JIIケー

ブルにおける入射波と反射1)5zのパワー比である.こ

れは， 1正い周11究委tから8GHzt皇度にわたってー10dB 

以下が維持されている ことが望ましい. SZIは，同

一アンテナを対向させて送信アンテナから放射され

るマイクロ波パワーを受信アンテナで受け測定する

もので，上記周波数領域で平坦なピークをもつこと

が期待される.ゲイ ンは， S"lと同様な該当周波数

帯域で平坦なピークを有するこ とが望ましい.ボウ

タイアンテナは， 5 ~ 8 GHzで，これらの条件を

ほぼ満足してい るこ とがわかる.

3-3 チョウザメ精巣・ 卵巣の測定結果

図8 (a) (b) (c) に7歳魚のチョウザメの雄

と雌を測定したデータからチョウザメの精巣・ 卵巣

があるアンテナ位置0-40
0

でのデータを抽出し，画

像化した結果を示す. それぞれ (a )は l組目，

(b) は2組目， (c) は3組目である. 実験に使用

した 3組のチョウザメは， 全て7歳魚で、あったが，

大きさにはかなりのバラツキがあって， 1組目は，

雌2805g，雌1905g (小さめの魚)であり，測定を

7巨|行った. 2組目は，雄3685g， nUf4860 g (大き

めの魚)であり，測定を 5回行った. 3組目は，雄

2355 g， ntit3395 g (小さめと大きめの魚)であり，
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測定を10回行った.それぞれの結果の中から一例を

示す.画像の濃淡は受信信号の振幅の大き さを，横

IIIJlIは受信信号の遅れH寺間を表している.
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図 8 (c) 測定結果 (3組目)

凶 8 (a) (b) (c) では，チョウザメの精巣・

卵巣があるアンテナ位置0-4.0。での超短パルスの反

射強度は，a;H:の方が強くなった.しか し， 表示した

2組問の結果は， 1組目 と3制目 に比べコン トラス

トが{尽くなっている.また，同じ組の測定結果でも

測定電圧が異なることがあった.これは，発振器の

出ブJが変動(温度ドリフト)するためと思われる.

このため 1回の測定は， a;fjjUE，ほぼ同11寺刻に行った.

チョウザメの精巣・ 卵巣は， 11旬ひれから腹ひれの

問の体幹部体(H~ (脇腹)にあり，低誘電率の生殖H泉

の仁1-1に精巣または卵巣を持つ.また，精巣の誘電率

は卵巣の誘電率よりも大きいことから，精巣での反

射は卵巣での反射より も強 くなると考えら れ，測定

結巣と一致する.測定は，異なる 3組のチョウザメ

に対して，合計22回行ったが，同様な結果を19回得

ることができた.

4 考察

発振端のu-:力は変動(温度ド リフ ト)するため，

1JlIJ定の再現性向上には，発振器の安定化対策が必要

である.

iltil:雌判別を実現するためには， 性川，体重，年齢，

iWJ定強度でデータベースを作成する必要があ る.

5 まとめ

アンテナの開発を行ったうえで，マイク ロ波帯域

のフーリエ周波数成分をもっ超短パルスを用いたチョ

ウザメの雌雄判別システムを試作した.

チョウザメの雌雄判川を非侵襲で行うことのでき

る技術は現在のところ見あたらない.超短パルス技

術は， 従来の反射計に比べ，試*-'1表面での反射信号

と試料内部で、の反射信号を分離で、きること，また，

フー リ エ周波数成分が透jM!'I~I=. の l古いマイクロ波帯で

あることを特長としている.

実際のチョウザメを使川し た検証実!換を行った結

巣，*('J巣と卵巣の測定結果に違いがあらわれ，本方

式によるチョウザメの iltH~雌判別の可能性を示すこと

ができた.
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