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水産音響技術の20年間の発展と漁業への応用

高尾芳コ*

Development and Practical Application of Fisheries 

Acoustics in these 20 Years 

Y oshimi T AKAO * 

Abstract 

Acoustics is the most effective tool of underwater remote sensing， and so fish finder using ultrasonic 

has been us己dfrom the 1950's. Many new digital acoustic instruments have been developed for these 20 

yεars by advanced technologies of digital signal processing. Pc， and mass storages. A quantitative 

echosounder to estimate the size and amount of fish is one of the equipment most evolved in the past 20 

years. The recent system can measure not only large adult fish but also， larvae， micro nekton， and zoo司

plankton with high r・esolution.As echo from an animal is changed on various conditions， such as size， 

species， action， maturity， etc.， in order to estimate these detai!s from echo signals inversely， it competes 

for the development of multi-beam quantitative echosounder and analysis technology using multi田frequen-

cy or broadband sound. 

1. この20年間のあゆみ

1)はじめに

漁業現場において，魚群探知機は1950年代から，漁業

用ソナーは1960年代から主に探知目的に使用されてき

た1)。この20年防では，デジタル信号処現技術， PCやデ

ータ記録装置の大中誌な高度化によって， (これまで実装

できなかった理論を含む)新技術の実版化と多方面への

応朋が進んだ1l。

2) 漁業資源の合理的利用のための音響技術

(1) 漁獲対象のサイズと穣紹成

漁獲前に，対象の魚種や体長の組成分布を知ることが

できれば，有効に資源を利用することができる O 近年の

魚体長魚採は，スプリットビーム方式などによる指向性

被立によって，立磁な音響反射強度 (TargetStrength， 

以下TS) を測定して体長に変換，表示する。また，魚

群の特徴パラメタ(形状・サイズ，反射強度，分布深度

など)を自動計測し，魚種判定に必要な情報を収集する

魚種判定型魚探なども開発されている。

(2) 漁場の情報，保全

海底の状態を視覚的に表現するサイドスキャンソナー

2011年 4月11日受付，2011年 7月31日受理

キーワード水産音響，魚群探知機"ソナー

Key words : Fisheries acoustics， echo sounder， SONAR 

や，鋭い音響どームを扇状に使用し3次元海底地形を得

るマルチピームソナーの高性能化が進んだ。これらに加

えて魚採機の向性能化とGPSの普及により，詳細な海底

地形情報や魚礁位慣が得られるようになった。また海底

エコー信号解析による底資判別， i築場の分布，成長観察

なども行われている。

また，北米などでは， ìl!J上する魚群の来遊~皮視などへ

音響技術が盛んに使われている O

(3) 行 動 観 察

通常の魚、採機より 10倍近く高い周波数を使い，光学カ

メラのような爾像イメージを得る沓饗カメラ 2) は，光環

境に影響されず，水の濁りにも強いという特徴を持ち，

ライトを使えない行動調資に有効利用されている O また

どンガの高度化も進み，広範関な悶遊行動から，深浅移

動，漁具への応答などの調査に利用されている。

3) 畜饗水建資源調査

資iE京調査に使われる計量式魚群探知機(計量:魚探)は，

この201p p，~で最も進化した装置であろう O 言I'l設魚探は，

fゑや魚群からのエコー信号を定fii:的に処理し魚、のサイ

ズや魚、:醤:を求める。 90年以降の機種では，ダイナミック

レンジの増大と，デジタルエコー(生)信号の収録が可

* National Research Institute of Fisheries Engineering， 7620同 7Hasaki， Kamusu， Ibaraki 314叩 0408Japan (独立行

政法人水産総合研究センター水産工学研究所 や314-0408 茨城県神橋市波崎7620-7)
* Tel : 0479-44-5949， Fax: 0479-44-6221. ytakao@affrc.go.jp 



232 Vol. 48 NO.3 

(a)計量魚群探知機(狭帯域 (b)広帯域魚群探知機

図1.従来裂の計撃魚群探知機 (a)と広帯域魚群探知機 (b)の同じ魚群に対するエコ…

グラムの比較。広帯域魚群探知機では個々の魚に分離でをている。(今泉5)を改変)

図2 マルチど…ム計翠魚群探知 Simrad
五I1Eア0の探査イメージ図
(Simrad6))複数の音響ビームで康
状の空障を測定する。
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能になったことで，信号の飽和や不適切なパラメタ設定

によるilW定の失敗が無くなり，ブイ等に搭絞した無人ilW

走も容易になった。さらにソナーの言十量化も進んでいる。

これら技術の発展を裁にして，調査対象も「漁場にお

ける現存設」から「産卵毅ff.1jIl:J，r新規加入若鈴魚、J，

ri子稚魚J，r餌生物」と拡張されてきた。

2. 技術開発の動向

生物のTSは様々な姿悶により変動する3)。たとえば，

行 動:姿勢，逃避，群れ形成と構造

成長過程 :ii文乱姿素(鱗など)，音響パラメタ(体密

度，音速など)

生 理:索餅，生殖l肢の発達

などである O 逆にTSを測定して，これら情報を引き出

すことができれば有益であるが，ヰi…の資誘i周波数や単

一ビームのシステムでは，符られる情報長が圧倒的に不

足している。現在， r止界的に，多賂波や広子ifj或音響を利

用する魚探，1)，5)，マルチビーム魚探6)の開発とそれらに

よる魚種判定やj!.l~ :ul=推定の研究が競われている(函 1， 

2 )。

また， (特に国際的な場で)生態系耳111砕を基にした資

源管理が求められるようになっている。そこで漁獲対象

種のみではなく，餌生物となる動物プランクトンやマイ

クロネクトンのTS4'羽生や調資技術の研究・開発7)が進

められている。

3. これか 5

地球人口が増大していく状況で，食私i安保の観点から

も先端技術利用による効率的，合理的な漁業を継続させ

ていく必要がある。水産音響技術は，探室長時間の短縮や

適正な漁獲サイズ・魚、種組成の判定などに資することが

でき，より省エネ，省コストを目指す漁船の rl3Jとし

て，より発展していくポテンシャルを持っている。また，

漁務用機器と調資m機器が，ハードウエア約には融合し

つつあるため，漁船利用lliの漁栄町幸IAネットワークを構

築すれば，漁業生産と資源管理の間関に大きく貢献でき

るであろう。

参考文献
1) 古浮昌彦:音で海を見る・ベルソーブックス.成

山堂設!i5.p.l82. 2001. 

2) Sound Metrics Corporation webペ ー ジ .

http://www.soundmetrics.com/ 

3) Ona. E. (ed.l : Methodology for target strength 
measurements (with special reference to in situ 

tεchniques for fish and micro-nektons). ICES 

cooperative research report No.238. p.59， 1999. 
4) 赤松友成:イルカのソナーに学ぶ新しい魚群探知

技術.r生物の科学遺伝J，61: 38-42， 2006. 

5) 今泉智人:広蔽域スプリットビームj去を用いた魚

の追尾.超音波テクノ， 22 (2) : 28-31， 2010. 

6) Simrad Horten AS. Simrad ME70 Scientific 

multibeam echo sounder system product specifi-

cation (855-165184/ Rev.C). 2006. 

7) 深田浩一村宗層生物を対象とした音響・光学観

il!lJシステムの開発について，海洋音響学会誌.38

(l) : 29-34.2011. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

