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The purpose of this study was to clarify the acoustic scattering properties of juvenile jack mackerel Trachu-

rus japonicus， based on theoretical calculations and target strength (TS) measurements for determining the opti-

mum frequency with which to estimate the biomass using a scientific echosounder. The theoretical TS of the 

juvenile jack mackerel was estimated using a scattering model (PSM) based on the morphometry of the swim-

bladder. The fork length (L) rang巴dfrom 7.5 to 12.9 cm (26 specimens). These theoretical TS values 

corresponded with ex situ measurement results of the TS. The normalized max. TScm and mean TScm， i.e. the TS 

normalized by the square of body length (L， cm)， at each frequency corresponding to those commonly used for 

acoustic surveys (18， 38， 50， 70， 120， and 200 kHz)， ranged from -66.2 to -68.4 dB， and -68.7 to -69.9 dB， 

r巴spectively.In addition， these TS differences b巴tweenpairs of frequencies (ranging from 18 kHz to 200 kHz) 

within the tilt angle distributions having a mean of 0
0 

and standard deviation of 15
0 

were relatively small. 
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マアジ Trachurusjaponicusは我が固においてTAC

対象種に指定されている重要な浮魚資源の一つである。

日本周辺に広く分布するマアジの主な補給源は東シナ海

と考えられており，ここで産卵された卵・仔稚魚の一部

は対馬暖流や黒潮によって輸送され，日本海あるいは太

平洋側の日本の経済水域内で資源加入すると考えられて

いる。1-4)このうち対馬暖流域に分布するマアジの漁獲

量は 1980年以降から 1998年にかけて増加傾向を示

し，高水準で維持した。5)しかし，それ以後は低水準で

増減を繰り返しながら推移しており，その漁獲は未成魚

の割合が多いことから， 6)今後の資源の動向が懸念され

ている。本種の資源評価はこれまで，沖合域で操業する

大中型まき網の年齢別漁獲尾数を基にコホート解析によ

り行われてきた。5)しかし，漁獲対象年齢に達しない未

成魚についてはコホート解析により資源評価を行うこと

が困難なため，漁業とは独立して直接的に資源量を推定

できる新たな資源計測法を考える必要がある。7)そのた

め，近年では調査用のサンプリングギアを用いて東シナ

海で瞬化した卵や仔魚の分布特性から産卵場を特定し，

それと黒潮や対馬暖流との関係に基づいて数値モデ

ル8，9)を用いることより，マアジの沿岸漁場への加入機

構を明らかにするための研究や加入量を予測するための

研究が精力的に進められている。2，3，6.8-10)しかしなが

ら，マアジの沿岸漁場への加入機構の解明や加入量を精

度良く推定するためには卵および仔稚魚の分布のみなら

ず，その後の漁業に加入する前の幼魚の分布や現存量な
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どを定量的に明らかにする必要がある。マアジ幼魚の現 (a) 

存量については，近年志村 ら 11 ) が尾叉長 1 1. 5 ~96.1

mmのマアジの当歳魚を対象に，中層 トロールによる面

積密度法に基づいて推定する方法を考案した。ここで提

案された方法は当歳魚の現存量を推定した初めての事例

として評価されるものの，多くの労力を必要と し，しか

もその時間的制約のため， 調査海域が限定されたものに

なるなどの難点もある。一方，漁業に加入する前の幼魚 (b) 

の分布や現存量を漁獲統計資料に頼らずに直接推定する

方法のーっとして，広域， 迅速に測定できる計量魚探機

を用いた音響調査法が挙げられる。12.13)しかし，計量魚

探機を用いてマアジ幼魚を対象に音響調査を行う際に

は，解決しなければならない重要な課題として，最適な

使用周波数の選定や魚種判別のためのパラメータの抽

出，さらに対象魚のターゲッ トストレングス(以下，

TS)がある。14)ここで，対象魚の TSは資源量評価の

ためのスケールファ クタと して重要なパラメータである

だけでなく，最適な周波数の選定や魚種判別を行う上で

最も基礎となる情報でもある。しかし， マアジの TSに

ついては， これまで向井ら， 15)宮野鼻 16)山中ら17)の研

究例はあるものの，いずれもマアジ成魚を対象としてお

り，幼魚を用いた研究事例はみられない。幼魚の TSを

推定する方法には，成魚の測定から得られた TSと体長

の関係式を，幼魚に対して外挿し適用する方法も考えら

れるが，最終的に求められる現存量の誤差要因となりう

る。15)それ以外に， 実際にマアジ幼魚のTSを自然状態

で直接測定する方法もあげられるが，魚の分布密度が高

く，かつ分布深度が深い場合には，船底下に設置された

音響システムを用いて単体エコーを検出するには困難を

極める。16)一方，近年では散乱理論モデルの開発によ

り，鯨の形状から TSの計算が可能となるなど，手法，

理論と も大幅な進歩を遂げている。 しかし，マアジ幼魚

についてはこれまで理論モデルを用いて TSを推定した

事例はみられない。

そこで， 本研究ではマアジ幼魚の鯨形状を軟X線に

より測定し， その形状データをもとに，音響理論モデル

を用いてマアジ幼魚の TSを推定し，この結果が自然状

態における活きたマアジ幼魚の TSや姿勢を推定する上

で有効であるかを，生賛網内にて制御した実験結果と比

較検証した。 さらに，実測以外の周波数における音響散

乱特性を明らかにすることにより，マアジ幼魚を計測す

る際の最適な周波数について検討することを目的とした。

材料および方法

軟X線による鯨の測定 マアジ供試魚の鯨の観察に

は軟X線照射装置 (SOFTEX社， CMB-2)を用いた。

軟X線の照射は管電圧40kVp ， 管電流1.5~ 1. 7 mAの

範囲内で行った。 供試魚の背方向と側面方向から軟X

l キ4
Fig. 1 Soft X-ray image of juvenile jack mackerel 

Truchurus japo叩icus.The dash巴dwhite line shows the 
swim bladder shape. The length of the swim bladder 
(1) was d巴邑nedas the distance between the anterior 
margin of the swim bladder and the posterior margin. 
The height of the swim bladder (h) was de五n巴das the 
maximum thickness in the lateral aspect (a)， and the 
width of the swim bladder (ω) was defined as the 
maximum width in the dorsal aspect (b). 

線を照射し，気泡の有無，形状を画像として記録， さら

に解剖により標の状態を確認した。得られたネガフィル

ム画像はスキャナーを用いて PCに取り込んだ後，デジ

タイジングソフ トSimpleDigitizer (http://www.agbi. 

tsukuba.ac必 f~fujima) を用いて ， lmm単位で計測を

行った。軟X線にて得られた画像の一例を Fig.lに示

す。ここで得られた画像から鯨の輪郭を トレースし，

Fig.laに示す側面方向の画像において，最も長くとれ

る線を鯨長 (l) とし，この線に直角に交わり，最も長

くとれる線を標高 (h) とした。また， Fig.lbに示す

背方向の画像において，鼻腔と尾柄部を結んだ線と垂直

に交わり，最も長 くとれる線を標幅 (ω) とした。こ こ

で得られた鯨の形状データは理論散乱モデルに使用した。

理論散乱モデルによる TS推定 実測では捉えきれな

い部分や音響散乱の一般的特性を知るためには，ターゲ

ットの形状を物理的モデルとして取り扱い，音響理論モ

デルを用いて散乱の大きさを推定する方法が有効と考え

られる。そこで，本研究では前項において軟X線によ

り得られた鱗形状のデータをもとに， Furusawa18)によ

る回転楕円体モデル (ProlateSpheroid Model: PSM) 

を用いて，マアジ幼魚の TSを理論的に推定した。ここ

では，実測した周波数に合わせて 200kHzの理論 TS

を推定した。 詳細は文献に譲るが，PSMは魚類に適用

される音響理論モデルの中で，魚類の鯨と魚体が近似的

に回転楕円体とみなせるモデルと して， これまで様々な

魚類において広 く利用されている。18-22)解には回転楕円

体波動関数が現れ，実際には計算が非常に複雑にな
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る。18-23)本研究では Yasumaet al.，2o，21) Tang et al.22)お

よび Sawadaet al.24)に従ってマアジ幼魚の理論TSの

推定を行い，各個体の TSを遊泳姿勢角との関数として

算出した。ここで，遊泳姿勢角は魚体が水平状態にある

時は O度，頭を下げた状態がマイナス，頭を上げた状

態がプラスと定義し，実測値と同ーの条件で比較するた

め，姿勢角を 60度から 60度まで 1度毎に変化させて

TSを推定した。ここで得た姿勢角毎の TSは，

Foote25)の方法に従って，平均姿勢角 0度，標準偏差 15

度の正規分布を仮定して平均化し，平均後の TSを各個

体の平均TSとして扱った。以降，平均姿勢角 0度，標

準偏差 15度であれば，姿勢角分布は (0，15)のように

表す。

一方，計量魚探機により得られた魚、の TSから魚体長

を推定するためには，魚の TSを魚体長の関数として表

す必要がある。また，資源量の推定の際には， トロール

などをはじめとするサンプリングを行い，測定対象とな

る生物の種組成や体長組成の結果をもとに，予め得られ

たTSと魚体長の関数から魚の平均TSを求め，密度の

計算を行っている。そこで，本研究では魚の体長，

TS，使用した周波数の相互関係を考慮、して TSの体長

への依存性を以下の回帰式から分析，考察した。

TS=α log(L) +b (1) 

ここで，式中に示される傾き αは反射強度の体長 (L)

に対する依存性を示すパラメータ，切片 bは体長 1cm

に対する TSである。体長 (L)は本研究では尾叉長を

用いた。単位は cmである。また，擦を持つ魚類の TS

は体長に伴い変化することが知られ，一般的には体長が

大きくなる程TSは大きくなり，ほぼ体長の二乗に比例

することが実験的23)にも，理論的19)にも知られてい

る。そのため， TSパターンを姿勢分布により平均化し

たTS(平均TS)は，次式を用いて体長 (L) との関係

を求めた。

TS=201og(L) + TScm (2) 

TScmは体長の二乗で規準化された値(規準化 TS)で

あり，これを求めた。パターン内の TSの最大値(最大

TS) に関しても規準化 TSを求めた。本論文では，平

均 TSについての規準化 TSを規準化平均TS(Mean 

TScm) と呼び，最大TSについての規準化 TSを規準化

最大 TS(Max. TScm) と呼ぶこととする。

以上の方法により，理論散乱モデルの信頼性を実測値

と比較した後，圏内外の調査船に搭載されている 18，

38， 50， 70， 120 kHzの計量魚探機の周波数における TS

パターンを推定した。 TSパターンの平均および体長と

の関係式の導出は先述した方法にて行った。

生蟹網におけるマアジ TS測定先述した理論散乱モ

デルの信頼性を検証するため，計量魚探機を用いて生賛

網内にて実測したマアジ幼魚の TS結果と比較した。

Table 1 Specification of scientific echosounder during TS 
measurement 

Parameter 

Frequency (kHz) 200 

Pulse length (ms) 0.5 

Transducer gain (dB) 27.5 

2-way beam angle (dB) 一20.7

-3 dB beam width minor axis (degree) 7.0 

-3 dB beam width major axis (degree) 7.0 

Sound speed (m/s) 1534.0 
Recording range (m) 10.0 

3m 

4m 
， E 、，

2m: 

，← T碍et:
¥， 0.3-0.5 m I 
~+- Wcight'" 

Fig.2 Schematic block diagram showing the TS mea-
surement of a live宣shswimming in a net cage (4 m x 4 
m x 3 m) using a scientific echosounder with an under-
water digital video recording TV camera. 

実験は 2007 年 8 月 9~10 日の間，山口県水産研究セ

ンター内に設置された生費網 (4mx4 mX 3 m)を用い

て実施した。 TS測定に用いた供試魚はサピキ釣りにて

採集したマアジの幼魚である。その体長範囲は 7.5~11

cm (平均 8.9cm)であった。ここで採集した供試魚は

直ぐ 1個体ずつ気泡が付着しないよう細心の注意を払

って生賛網内に放流し，一日生費内で餌を与えずに恩11致

させた。ここで TS測定に用いた計量魚探機の設定を

Table 1に，また TS測定時の様子を Fig.2に示す。実

験には 200kHzの計量魚探機を使用し，パルスの送信

周期は 0.5秒とした。実験の前後には較正球を用いて，

Z十量魚探機の較正を行った。

本実験で使用した供試魚は生賛網内で馴致させる間，

網の底面や壁面に沿って遊泳する行動を示し，網の中央

部に設置した計量魚探機に殆ど近づく ことがなかったた

め，完全な自由遊泳状態で TS計測を行うことは困難と

された。そこで，実際の計測ではビームの探知領域近く
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でTSの計測が実施できるよう，供試魚を 1個体ずつ計

量魚探機のトランスデューサの直下付近に位置させ，直

径 0.24mmのナイロンテグス 2号と， TSへの影響を

考慮して極力小さい直径 0.41mm (3号)の釣針を供試

魚の喉に水中内で取り付け， 4点吊りして慎重に制御し

測定した。またテグスの最下端には，供試魚が出来る限

りビームの探知領域内で遊泳するよう，較正球(直径

13.7mm，銅球)を吊り下げた。このように今回の計測

では供試魚に対じて自発的な遊泳を許しているものの，

制限を加えているため完全な自然状態とは異なる。

計量魚探機のトランスデューサの送受波器面から供試

魚までの距離については，遠距離音場となるよう 2~3

m の深さに設定し，供試魚と較正球との聞の距離は Ta-

ble 1に示した魚探機のパルス幅と水中音速を考慮し，

それぞれのエコーが(3)式に示す距離分解能以上となる

よう，距離を離して測定できるように設定した。

ここで，距離分解能uは，次式によって定義される。

(3) 

cは音速，Tはパルス幅である。なお，観測中の水中音

速は CTD(JFEアドパンテック製， AAQ183)を用い

て得られた生賛内の水温および塩分値を基に，

Mackenzie26)の式を用いて求めた。また，吸収減衰係数

の補正は CTDにて得られた結果を基に， Francois and 

Garrison27)の式を用いて深度毎に行った。このようにし

て人為的に遊泳姿勢を制御したマアジ幼魚は 1個体に

つき約1O~20 分程度遊泳させ，計量魚探機のエコーグ

ラム上にて供試魚のエコーが安定して得られることを確

認した後， TSを実測した。なお， TS測定中は水中

TVカメラ (Q.I製， FM4100) により供試魚の遊泳状

況を DVDレコーダー(東芝製， RD-2000)に記録し，

後日， PCに取り込んだ連続的かつ安定して得られた供

試魚の画像データをもとに， Openソースの画像計測ソ

フト ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html) 
を用いて遊泳姿勢角を計測した。 TS計測中はカメラに

よるエコーの干渉等はみられなかった。また，実験に用

いた供試魚は TS測定終了後に釣針を放した状態でもす

べて生存しており，生責内で活発に遊泳していた。

測定データの解析 これまでの研究から， TSのスレ

ッショルドビーム角 (8thr)が大きいと，推定TSのバ

イアスも大きくなることが知られている。28)そのため，

本研究ではビーム幅の 1/2(半減半角)時に，カットオ

フ角による TSの誤差が最小となるとした Traynerand 

Williamson29)の報告を参考に， Table 11こ示す-3 dB 

のビーム幅と Table2に示す設定値に基づいて TSを実

測した (Zhao，未発表)。このような処理を通じて得ら

れたデータをもとに TSの頻度分布を作成し，最大値で

ある TSmax.と平均値である TSmeanおよび標準偏

Table 2 TS detecti叩 settingsof scientific echosounder 

TS detection setting 

TS threshold (dB) 

Min. pulse length (ms) 

Max. pulse length (ms) 

Max. gain comp. (ms) 

-70.0 

0.5 

1.5 

6.0 

差 (S.D.)を算出した。なお， TS meanは以下の関係

式より，一度線形値である後方散乱断面積 (σbs) に戻

し平均化を行ってから， dB値に戻すことにより求めた。
， n 

σbs=号.L 10TSi/10 (4) 
n i=O 

TS mean = 10 log σbs (5) 

ここで，TSiは各ピングにおける TSであり ，nは総ピ

ング数である。

結果

軟X線による鰻形状の計測結果軟X線を用いて標

形状の撮影を行なったマアジ稚魚は 26個体であり，体

長範囲は 7.5~12.9 cmであった。軟X線により測定し

たマアジ幼魚の鯨長と体長の関係を Fig.3に，また，

今回使用した 26個体の供試魚の鯨の長径(鯨長 :1) と

短径(標高 :h)の範囲と平均値，標の魚体長に対する

割合 (l/L)および擦のアスペク卜比 (h/l)をTable3 

に示す。この結果， 7.5~12.9 cmのマアジ幼魚は体長

が大きくなるにつれ，標長も長くなる傾向を示した。ま

た，標の魚体長に対する割合は 0.34~0.40 となり，体

長が大きくなるほど鯨の魚体長に対する割合が大きくな

る傾向にあった。一方，鰻のアスペクト比は0.14~0.21

を示し，体長が大きくなるほどアスペクト比が小さくな

る傾向にあった。

次に，マアジ幼魚の鯨の成長と体長との関係について

調べるため，マアジの鰐を同体積の球と仮定した時の等

価球半径r[= (/.h・ω)1/3J と体長 (L) との対数関係を

Fig.4に示した。ここで，1は標長，hは鯨高，W は鱒

幅である。 Huxley30)のアロメトリー式によると，この

プロットにおける直線回帰式のz係数が仮に 0の場合に

は，鯨の成長は体長と比例して等成長を示し，係数が 1

より大きい場合は，標は正のアロメトリー成長を示し，

体長に比べて速く成長(優成長)する。また， 0から 1

の間では負のアロメトリー成長を示し，鯨は体長に比べ

遅く成長(劣成長)する。本研究で対象としたマアジ幼

魚の鰻は体長の増加とともに大きくなり，その回帰式の

傾きは1.2と正のアロメトリー成長を示した。すなわ

ち，マアジ幼魚の擦は体長に比べてやや速く成長(優成

長)することが分かった。

理論散乱モデルによる TS推定軟X線により測定

した鯨形状のデータを元に， PSMを用いて得られた，
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Fig. 3 Plots of the swimbladd巴rlength (in cm) of 

juvenil巴jackmackerel， against body length (in cm). 

Regression lines and determination coefficient are 

shown. 

Table 3 Range and mean of body length (L)， swimblad-
der length (1)， and swimbladder height (h) plotted in 
Fig.3 

Body length Swimbladder length Swimbladder height 
(L) - (1) (h) 

Ramre 
[cm] 

7.5-12.9 

Body length 
(L) 

千:25e Mean 
[:t S.D] 

Ran釦巴
[cm] 

2.6-5.0 

Mean 
[:t S.D] 

3.81:t 0.63 0.49-0.85 0.64士0.09

I/L 
Swimbladder dorsal 

aspect 

Range 
[cm] 

Mean 
[:t S.D] Range 

Mean 
[:tS.D] Range 

7.5-12.9 0.34-0.40 0.37:t 0.02 0.14-0.21 0.17:t 0.02 

The swimbladder aspect ratio was calculated as swimbladder height 

(h) / swimbladder length (1) 

1.2 。
I. I~ y~ 1.2x- 1.43 

R' ~ 0.88 
'0 

晶、

eo 
.s 0.9 ~ 0 

0.8 

0.7 

0.6 
1.8 1.9 2 2.1 2.2 

logL 

Fig. 4 Relationship between logarithmic scale of the 

swimbladder equivalent radius r and body length of 
juvenil巴jackmack巴r巴1.Regression lines and determi-

nation coe伍cientare shown. 

マアジ幼魚の姿勢角と TSの関係(ピッチ角特性)の一

例を Fig.5に示す。横軸は姿勢角を，縦軸は TSを表

している。ここでは，後述する実測した体長 7.5，8.0，

9.0，11.0 cmのマアジ幼魚を例に， -60度から +60度
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Fig. 5 Examples of the theoretical TS pattern of juvenile 

jack mackerel calculated by PSM at 200 kHz as a func-

tion of五shpitch angle. Positive angles are head-up and 

negative angles are head-down. 

log(L， cm) log (L， cm) 

0.8 0.9 
.40 1-"-μ~ 

1.1 1.2 0.8 0.9 
ー40

1.1 1.2 

5

0

 

4

5

 

(
由
甘
)
回
ト

E
コ
言
語
豆

v=23.7x-69.9 
R2= 0.92 

? 〆〆

y= 19.2x-69.1 
W=O.90 

( 

国
~ -45 
むの
ト

居
室.50

司55 -55 

Fig.6 R巴lationshipbetween estimat巴dmaximum TS 

(left) ， mean TS (right) and log of body length (in cm) 
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sample. The y of equations represents TS (dB) and 

the x represents log of body length in cm. The square 
of R indicates the coefficient of determination. 

の遊泳姿勢角の範囲における 200kHzの理論 TSを 1

度毎に変化させて推定した。この図から PSMにより推

定されたマアジ幼魚の最大 TSは姿勢角 0度付近でみら

れ，体長 7.5~9.0cm では約一 50 dB，体長 11.0cmで

は約-45dBを示し，体長が大きくなる程 TSも高くな

る傾向を示した。また，全ての体長サイズにおいて TS

パターンは姿勢角の影響を受け， Foote25)による姿勢角

分布 (0，15) の範囲の中で平均約 9.8dB変化する傾向

を示した。この姿勢角が及ぼす TSへの影響は，体長と

ともに大きくなる傾向を示した。

次に軟X線により測定した標形状のデータを元に，

PSMを用いて推定したマアジ幼魚、の最大 TSおよび平

均 TSと体長の対数関係を Fig.6に示す。左図がマア

ジ幼魚の最大 TSと体長の関係を示し，右図がマアジ幼

魚の平均 TSと体長の関係を示した結果である。ここで

は， Fig.3および Fig.4に示した全ての供試魚を対象

に調べた。また，最大 TSは先に示した TSパターンの



350 中村，演野，安部，安間，宮下

中から最大値を示した結果に基づき，平均 TSは

Foote25)による姿勢分布 (0，15) によって重み付けした

結果に基づく。この図から最大 TSおよび平均 TSは，

体長が大きくなるにつれ TSも増加する体長依存の傾向

を示した。その TSと体長の関係を示す回帰直線式の傾

きαは，最大 TSでは 23.7，平均 TSでは 19.2とな

り，平均 TSについては体長のほぼ二乗に比例すること

が分かった。一方，回帰直線式の切片 bは，最大 TSで

は 69.9，平均 TSでは -69.1となった。

マアジ幼魚の実測 TS 計量魚探機により得られたエ

コーグラムの中から， Table 1および Table2の設定値

に基づき， -3dBのビーム幅内にて単体検出された

データをもとに，実測したマアジ幼魚の TSmax.， TS 

meanおよび標準偏差について調べた結果を Fig.7に示

す。横軸は TS，縦軸は頻度を表し，左から体長 7.5，

8.0， 9.0， 11.0 cmの結果を示している。 nは単体検出さ

れたターゲットの数である。 TSmeanは得られた全て

のデータを一度線形値である後方散乱断面積 (σbs) に

戻し平均化を行ってから，dB値に戻すことにより求め

た。この図から， TSの頻度分布はサイズによりやや分

布の形状が異なるものの， - 70~ -50 dB前後の範囲に

分布した。 TSmax.は 48.6~ -43.0 dBを示し，体長

とともにやや増加する傾向を示した。 TSmeanは

56.4~ -53.9 dBを示し， TS max.と同様，体長とと

もに増加する傾向を示した。

( ふ) 角

考 察

理論 TSと実測 TSの比較検証 PSMを用いて理論
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Fig. 7 Target strength distribution of juvenile jack 

mackerel for each size class measured at 200 kHz 
within the cut-off angle. 

的に推定した TSと実測した TSを比較することによ

り，理論散乱モデルの信頼性について検証した。ここで

は， Fig.6において求められた最大 TSと対数化した体

長との関係式，および平均 TSと対数化した体長との関

係式を用いて，マアジ幼魚の理論 TSと実測した TSを

体長毎に比較した。また，理論 TSと実測 TSの差につ

いても調べた。その結果を Table4に示す。理論的に推

定された最大 TSは-49.2~ -45.2 dB，実測した TS

max.は-48.6~ -43.0 dBを示し，その差は 2.2~ 

-0.2 dBと実測値が理論値に比べ僅かに高い値を示し

た。しかし，平均的にみるとその誤差は約一0.6dBと

なり，理論値と実測値はよく一致していると言える。

一方，理論的に推定された平均 TS は一 52.2~-49.0

dB，実測した TSmeanは-56.2~ -53.9 dBを示し，

その差の平均は 4.6dBと理論値が実測値に比べ高い値

を示した。理論的に推定された平均 TSと実測値の差が

一致しない原因として， PSMに用いた姿勢角と，実測

した際の姿勢角が異なっていた可能性が考えられる。そ

こで，マアジ幼魚の TSを実測した際の姿勢角について

調べた。

Fig.8はマアジ幼魚の TSを実測した際に水中 TVカ

メラにより計測された供試魚の姿勢角分布図を表してい

る。横軸は姿勢角，縦軸はその頻度を表している。今回

の計測では，計量魚探機による供試魚のエコーグラム

と，水中 TVカメラによる供試魚の遊泳行動の映像を

同時に収録したものの， TSと遊泳姿勢角を時間で同期

して解析することが出来なかった。しかし，水中 TV

カメラにより独立して計測した結果から，マアジ幼魚の

Table 4 Comparison between th巴oreticalmax. TS， mean 

TS， and measured max. TS and mean TS of juvenile 
jack mackerel at each body length 

lBenogdty h 
Maximum TS (dB) Difference b巴tween

Theoretical M d theoretical and measured 
[cmJ max.TS 

T:aslm 
max. 

7.5 49.2 -47.9 -1.2 

8.0 48.5 48.3 0.2 

9.0 47.3 -48.6 1.3 

11.0 45.2 -43.0 -2.2 

lBe[cnomgdty ] h 

Mean TS (dB) 
Difference between 

Theoretical M d theoretICal and IIleasur巴d
easure e TS(dB) 

mean TS TS mean mean 

7.5 -52.2 56.2 4.0 

8.0 51.7 55.9 4.2 

9.0 50.7 55.8 5.1 

11.0 49.0 -53.9 4.9 

Theoretical max. TS and mean TS were calculated from the PSM 
model at 200 kHz using the equations shown in Fig. 6. 
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姿勢角は 60度から +50度の範囲にあり，その平均値

は-4.3度，標準偏差は 19度を示し， Foote25)による姿

勢分布 (0，15) と異なることが分かった。そこで，水

中カメ ラを用いて得られたマアジ幼魚の姿勢分布に基づ、

き， PSMを用いて，マアジ幼魚の姿勢角と TSの関係

(ピッチ角特性)について調べた。その結果，平均 TS

は実測したマアジ幼魚の姿勢角分布 (-4.3，19)の範

囲の中で，平均約 14.2dB変化する傾向を 示し ，

Foote25)による姿勢角分布 (0，15)の範囲の中で計算さ

れた値 (9.8dB) と比べ，約 4.4dBの差を示した。こ

こで得られた差は，理論的に推定された平均 TSと実測

TSの差(平均 4.6dB)にほぼ近い値を示したことから，

平均 TSも最大 TSと同様に，理論値と実測値はよく 一

致していると言える。以上により， PSMは自然、状態に

おける活きたマアジ幼魚の TSや姿勢を推定する上で有

効なモデルであることが確認された。

マアジ幼魚、の音響散乱特性 (TSの姿勢角に伴う影響)

前項において，マアジ幼魚、の TSや姿勢を推定する上

で，理論散乱モデルの有効性が示された。そこで，本項

ではマアジ幼魚を計測する際の最適な周波数について検

討するため，実測以外の周波数 (18，38， 50， 70， 120 

kHz)における音響散乱特性を理論的に求めた。ここで

は，姿勢角の変化に対する TSパターンを周波数毎に比

較した上で，この TSパターンから体長毎の最大 TSと

平均 TSを得て，周波数に伴う音響散乱特性について検

討した。

Fig.9は体長 7.5cmのマアジ幼魚の周波数毎の TS

パターンを一例として示した結果である。ここでは先述

した 200kHzのTSパタ ーンも合わせて示した。 この

図から PSMにより推定されたマアジ幼魚、の TSパター
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ンは周波数により異なり， Foote25)による姿勢分布 (0，

15)の範囲内における TSの変化は 18kHzで最も小さ

く， 38 kHzや 50kHzも比較的緩やかであった。 一方，

70kHzから姿勢角の影響が TSにあらわれはじめ， 120 

kHzや200kHzの高周波では 18kHzや38kHzおよび

50kHzの低周波に比べると，姿勢角に伴う TS変化の

影響は大きい傾向を示した。そこで，このような姿勢変

化に伴う周波数毎の TS値が，体長が増加するにつれど

のように変化するのか検討した。 Fig.10はTSパター

ンから求めた周波数毎の最大 TSと体長の関係を表した

結果であり， Fig.11はFoote25)による姿勢角分布 (0，

15)に基づいて平均化した周波数別の平均 TSと体長の

関係を表した結果である。ここでは Fig.10および Fig.

11に示す TSと体長の関係式を Table5に示した。ま

た， Table 5には周波数別の最大 TSを体長の二乗で規

準化した規準化最大 TS(Max. TScm)および周波数別

の平均 TSを体長の二乗で規準化した規準化平均 TS

(Mean TScm)も示した。 Figs.9， 10およびTable5か

ら，周波数毎の体長と最大 TSおよび平均 TSとの関係

は全ての周波数において，体長が大きくなるにつれ TS

も増加する体長依存の傾向を示した。 一般的に，計量魚

探機より得られる鯨を持つ魚類の TSは体長の二乗にほ

ぼ比例する31)ことが知られているが，今回軟X線によ

り測定した鯨形状のデータを元に， PSMを用いて推定

したマアジ幼魚の体長と平均 TSの関係式の傾き αは

18.9~21.4 となり，全ての周波数において 20 にほぼ近

い値を示し，既報の知見に近い結果を得た。しかし，そ

の一方で，体長と最大 TSの関係式の傾き αは全ての周

波数において，体長の二乗に比例する際の傾き 20以上

の値となった (Table5) 0 Kitajima et al.32)はマアジと
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同じ閉鯨魚であるマダイを対象に，稚魚の体長と鯨体積

の関係について調べ，成長段階で異なることを示した。

貞安33)も閉鯨魚であるスケトウダラの体長と鯨との関

係から，成長段階におけるスケトウダラ稚魚の TSにつ

いて調べ，尾叉長 10cm以下では 10cm以上のものに

比べ，魚体の成長より擦の成長が早いことを示し，その

結果として，尾叉長 10cm以下では体長と TSの関係

式の傾きが 20以上になったと報告している。本研究で

対象とした体長 7.5~1 1. 0 cmのマアジ幼魚は Fig.4に

示した通り，体長と標の長さとの聞に正のアロメトリー

関係が認められ，標は体長に比べてやや速く成長(優成

長)する傾向にあった。また，マアジは成長とともに仔

魚から幼魚へと変化する過程の中で，表層から底層へと

行動様式を大きく変化させることから， 34)中性浮力を保

つための鯨の相対的な長さや形状も体長が大きくなるに

従って変化し，その結果として，音響散乱特性も変化す

る可能性が考えられる。従って，本研究において体長と

最大 TSの関係式の傾きが全ての周波数で 20以上にな

った理由には，マアジ幼魚が 7.5~12.9 cmへと成長す

る過程の中で，鯨の大きさが 2.6~5.0 cmへと変化し，

その結果として， TSが魚体の成長に対して比較的早く

増加したことが原因ではないかと推察された。
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circle shows the measur巴mentof each sampl巴.Solid 
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一方，体長の二乗で規準化されたマアジ幼魚の周波数

毎の規準化最大 TSCMax. TScm)は 66.2~ -68.4 dB 

の範囲を示し，周波数が高くなるにつれ TScmの値は高

くなる傾向を示した。それに対して，規準化平均 TS

(Mean TScm)は-68.7~ -69.9 dBの範囲を示し，規

準化最大 TSの結果とは逆に，周波数が高くなるにつれ

TScmの値は低くなる傾向を示した。ただし，姿勢角の

影響が最も大きい 200kHzの規準化最大 TSと，姿勢

角の影響が最も小さい 18kHzの規準化最大 TSの差を

体長別に比較したところ，両者の聞には平均約 2dBの

差しかみられなかった。また，規準化平均 TSについて

も， 200 kHzと18kHzとの聞では約 1dB程度の差し

か示されなかった。これらの結果から， Foote25)による

姿勢角分布 (0，15) の範囲の中で，姿勢角が及ぼす TS

への影響は周波数間で比較的小さいと考えられた。

マアジ幼魚の音響散乱特性(鰻による共振の影響)

計量魚探機を用いてマアジ幼魚の現存量を推定するため

の最適な周波数について検討するためには，先述したマ

アジ幼魚の音響散乱特性を周波数毎の TSと姿勢角との

関係から考察すること以外に，生息深度との関係から，

マアジ幼魚の鯨による共振の影響などを周波数毎に考察

することも重要と考える。
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Fig. 12 Normalized acoustic backscatter cross section σ/ 
r2 at depths of 20， 50， and 100 m computed by Love36) 

as functions of equivalent beam angle r at each fre-

quency 
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x-values represent the log of the body length (cm). The square of R 

indicates the coefficient of determination. Normalized maximum 

TScm and normalized mean TScm (TS normalized by the square of 

body length) at each frequency are also shown. 

100mでは， Fig. 12に示す通り，気泡半径が約 2.0mm

以下(logr= 0.3)，すなわち，尾叉長 2.6cmでは 18

kHzや 38kHzなどの低周波において共振の影響が現れ

はじめるため，21)これら低周波の計量魚探機を利用した

場合には，推定される現存量も過大評価となる可能性が

考えられる。従って，今後，本研究で対象とした体長サ

イズ以下の小型個体も含めて，マアジ幼魚の現存量を計

量魚探機を用いて推定する際には，共振の影響を殆ど受

けない 120kHz以上の高周波が計測に適していると考

えられた。ただし，高周波数帯は一般に低周波数帯に比

べ，吸収減衰の影響を大きく受けることから， 27)別途，

深度毎に吸収減衰の補正を行うことが不可欠である。

以上の結果から，本研究ではマアジ幼魚の現存量を計

量魚探機により推定する上で計測に適した周波数を，マ

アジ幼魚の標形状のデータに基づき，理論および実測に

よる結果から初めて明らかにした。ここで得た理論散乱

モデルによるマアジ幼魚の周波数毎の音響散乱特性に関

する知見は，限られた体長範囲における結果ではあるも

のの，今後，多周波数の計量魚探機を用いて，自然状態

におけるマアジ幼魚のエコーを分離識別する上で有効な

情報になり得るものと考えられた。

一般に有鯨魚の音響散乱は，kr~至 1 では生息深度が深

くなるに従い，共振の影響を受けて不安定になることが

知られている。35，36)ここで，kは周波数に関連する波数

Ck=2π/λ，λ:波長)， rは標の等価球半径を表してい

る。そのため，計量魚探機を用いて現存量を推定する場

合には，共振の影響を受けにくい周波数と深度を考慮し

て，対象種の TSを選定する必要がある。そこで，

Love36)による気泡共振モデルを用いて， 18 kHzから

200kHzにおけるマアジ幼魚の鯨の等価球半径と共振の

影響の関係について調べた。その結果を Fig.12に示

す。ここでは，山田， 34)安木， 12) Nakamura and 

Hamano14)によるマアジ幼魚の生息深度を考慮して，

20，50，100 m の各深度における TSを求めた。縦軸は

後方散乱断面積 (σbs)を標の等価球半径rの二乗で規

準化したものであり，横軸は標の等価球半径を表してい

る。この図から，等価球半径が 2mm以上ではマアジ幼

魚の生息深度である 100m以浅では，共振の影響は周

波数に関わらず殆ど無視できることが分かる。本研究で

対象としたマアジ幼魚の等価球半径は Fig.4の通り，

測定した全ての体長範囲において， 7_3~ 14.4 mmと2

以上の値を示したことから，標による共振の影響は殆ど

受けることはないと考えられる。しかしながら，計量魚

探機を用いてマアジ幼魚の現存量を推定する際，深度
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アカイ力釣り漁業における釣具巻上げ速度の制御による脱落率

の低減

黒坂浩平，越智洋介(水研セ開発調査セ)， 

稲田博史，有元貴文，酒井久治(海洋大)

アカイカ釣り漁業では，針掛かりした個体が触腕破断で脱落

し易い。この脱落を防ぐため，アカイカの擬餌針捕捉行動と釣

具ラインの上昇速度との関係を加速度ロガーで調べ，針掛かり

状態と照合した。その結果， ML 35cm未満の小型サイズは，

上昇速度が1.75m/sより速いと触腕のみで擬餌針を捕捉し，

脱落率が高まった。操業試験より，大型サイズには釣具ライン

の上昇速度を 2.0m/s程度に設定して CPUEを高め，小型サ

イズでは1.5m/s前後に下げて触腕以外の他腕でも擬餌針を捕

捉させ脱落を低減する方法を提案した。

日水誌， 79 (3)， 327-336 (2013) 

神奈川県沿岸における遊漁案内業船によるマダイ釣獲量の年変

動

一色竜也(神奈川水技セ)

1982~2009 年の神奈川県沿岸のマダイ遊漁釣獲量を推定

し，漁獲量との比較を行った。遊漁釣獲量は 1986年に 127.0

トンに達し，その後は 67.2~114.9 トンで、推移した。一方，漁

獲量は 1962 年以前に 71~93 トンであったが， 70年代以降減

少に転じ， 1980年には 29トンに縮小した。 1981年以降やや

増加に転じ 30~65 トンで推移したが， 60年代以前のレベルに

回復することはなかった。木県では 1986年以降，遊漁釣獲量

は漁獲量を上回り，遊漁がマダイ資源利用の主流を占める構造

に変化した。 日水誌， 79 (3)， 337-344 (2013) 

理論モデルと TS測定に基づくマアジ幼魚の音響散乱特性

中村武史(水大校)，演野 明(水大校)， 

安部幸樹(水研セ水工研)，安閑洋樹(北大)， 

宮下和士(北大フィールド科セ)

計量魚探機によりマアジ幼魚の現存量を推定する上で最適な

周波数を検討するため，尾叉長 7.5~12.9 cmのマアジの音響

散乱特性を理論と実測から検討した。鯨の計測に基づき推定し

た理論TSは実測TSIこ近い値を示した。一方， 18~200kHz 

における最大TSと平均TSを尾叉長の二乗で理論的に規準化

した規準化最大TSは-66.2~ -68.4 dB，規準化平均TSは

-68.7~ -69.9 dBをそれぞれ示した。また，周波数聞のTS

差は平均0度，標準偏差 15度の姿勢角範囲内では比較的小さ

かっfこ。 日水誌， 79 (3)， 345-354 (2013) 

東京湾盤洲沿岸で、の夏季 1潮汐聞におけるアサリ幼生の鉛直

分布の特徴

鳥羽光晴(千葉水総研セ)，山川 紘(海洋大)， 

圧可紀彦，小林豊(千葉水総研セ)

東京湾盤洲の干潟から潮下帯に岸沖ラインを設定し，夏季の

大潮時と小潮時の 06: 00~18 : 00に90分間隔でアサリ幼生

の鉛直分布を調査した。小型幼生(殻長<143μm)は大潮時

小潮時ともに表・中層に継続して分布したが，中型 (144~

175μm)および大型幼生(>176μm)は大潮時には中・底層

に，小潮時には表・中層に分布した。大潮時に干潟前置斜面の

中・底層に分布した中・大型幼生は上げ潮時に干潟域に進入

し，干満での分布変化を示した。中・大型幼生の分布と水温・

塩分の分布には対応が見られなかった。

日水誌， 79 (3)， 355-371 (2013) 

網走湖産シラウオの漁獲量および資源量変動機構

隼野寛史，宮腰靖之，真野修一(道さけます内水試)， 

田村亮一(道栽培水試)，工藤秀明，帰山雅秀(北大院水)

1936~2007 年の網走湖産シラウオの漁獲量変動を調べた。

シラウオは 1930年代前半から網走湖に生息し，漁獲されるよ

うになった。漁獲量は 1~94 トンの聞で変動した。その変動

には 1年間隔の周期性が認められ，生活史に起因すると考え

られた。漁期はじめの資源量は CPUEと稚魚密度により，

36，763 x 103~487，590 x 103個体と推定された。大規模な増水

のあった年には降海が促され，不漁になる一方，翌年の親魚量

は多くなった。親魚数と次世代資源の加入量には Ricker型の

再生関係が良く当てはまった。

日水誌， 79 (3)， 372-382 (2013) 

耳石断面観察によるホッケ道北群の年齢査定法と年齢ーサイズ

関係

高嶋孝寛，星野昇(道中央水試)， 

板谷和彦，前田圭司(稚内水試)， 

宮下和土(北大フィールド科セ)

ホッケ道北群の年齢査定方法の確立と，漁獲物の年齢ーサイ

ズ関係を明らかにするごとを目的として，耳石観察方法の検討

と年齢サイズ関係モデルの推定を行った。耳石横断面の透明

帯外縁を指標とすることで，確実な年齢査定が可能になった。

年齢査定結果から年齢一体長関係を推定したところ，雌雄別の

Logisticモデルが選択された。推定モデルの体長は，雌雄とも

2歳前後まで加齢にともなって増加したが，それ以降では頭打

ちになった。このことから，道北群の年齢推定には耳石による

年齢査定が欠かせないと判断された。

日水誌， 79 (3)， 383-393 (2013) 
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