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漁携用超音波機器20年の進展と今後の展望

西 森 靖*

The Progress of Fishery Acoustic Equipments for the Last Two 
Decades and the Prospect for the Future 

Yasushi NISHIMORIネ

Abstract 

1n the past two decades technologies innovations have increased performance of underwater fishery 

ultrasound equipments and also have created new functions such as fish size measurement. school 

abundance measurement. fish classification and bottom classification. Furthermor巴 quantitativescanning 

sonar system enabling abundance estimation of fish schools by using quantitative echo data has been 

developed. 

1. はじめに

水中超音波をmいたf号、群探知技術は1950年代より漁船

漁業へ導入され，漁業の科学化，操業の効率化に貢献し

てきたo~夜方向のみを探知する魚群探知機に加え，水

平方lûJ~水汁1全方向を探知可能としたスキャニングソナ

ー(以 Fソナー)へと発燥してきている O 過去20年を見

ると，技術的には，①ディジタル化，②ブロードバンド

化，③ネットワーク化の 3つの技術革新を背景にvdi品1fi
新が進んできた。結果として，魚群探知機，ソナー，双

方において，探知距離，探索範囲，分解能を初めとする

基本性能は飛躍的に進歩し，それに加えて魚体長，f!A穏，

魚]jr言tilliJ， }支質判別などの新しい付加仰j{ffi[への取り級み

も進んだ。以下に，f.号、詳探知機，ソナーにおける20年の

進歩と今後の技術開発の波望を述べる。

2. 魚群探知機の進歩

半導体技術の急速な進歩に伴い，複雑で自民i皮の高い

ディジタル信号処理が可能となり，最適フィルタによる

探知距離の向上，動揺隷ilEによる安定して見やすい廼i像

提供が可能となった。また，魚群の分布や，重hきの情報

を得るために，真下以外の多方向を探知可能なマルチど

ーム化も進んでいる O 一方，1.主体長，来l量を計測する

20n1F 4月14日受付， 2011年 7月31日受理

「科学魚探jは， 1970年代に登場し， 'i'fi磁調査分聖子を中

心に活用が進められてきたが，国内のi魚紛においても魚

体長計il閣の利用効染が認知され， 1990年後半以降本格的

な普及が始まったo Fig. 1 (a)， (b)に，最新型の魚、株探

知機FCV-30の映像例を示す。特徴として 5ビーム探

知，スプリットビーム魚体長計iJ!IJ，動指補正機能を有し，

3000m以上の海底探知が可能である。

f!.1、体長計iJliJ方式は，スプリットビーム方式が主流とな

っているが，小型漁船向けに簡易な方式を用いた魚体長

表示魚探の普及も進んでいる (Fig.2) 0 

また， f.:i1..'1再探知機の海底エコー情報を解析し底資を

自動判別表示する魚群探知機も開発された。判別結よ裂を

示す表示例をFig.3に示す。

さらに近年，送受波器の広裕域化が進み，距離分解能

を飛躍的に高めて，魚体長計iltU性能向上，魚、種識別の可

能な魚群探知機を目指した研究開発が国内外研究機関中

心に進んでいる])寸)。

Fig.4に，従来魚探と広帝域化されたか、採におけるf!.i

1洋エコーの映像fJUを示す。距離分解能は10倍luLヒ向上し，

f号、群内部の単体魚、~111 11\が容易になった。これにより，タ

ーゲットストレングスおよび遊泳言hlWの限界を拡張する

ことができる。

キーワード魚体長計測，成質判 ~IJ ，広子ì\':I或魚群探知機，言1-翠;スキャニングソナー，魚群ターゲットストレングス

K日ywords : Fish size assessment. Bottom discrimination. Broad band echo sounder. Scientific scanning sonar. 
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Bottom discrimination display of the new 
type echo sounder BBDSl 
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Fish size assessment by FCV-30 Fig. la 

Echogram by using the conventional echo 
sounder (Ieft) and the broad band echo 
sounder (right) 

Fig.4 

Five directional detection and fish size 
assessment by FCV-30 

Fig.lb 

FSV30 : Fish school註ndbottom巴choes
detected by horizontal and vertical 
cross sectional scanning mode. 

Fig.5 

Dual frequency echo sounder FCV620 
equipped with fish size presentation 

Fig.2 

の小型化にも去さがっている O これらの技術により開発さ

れた最新裂スキャニングソナーの表示例をFig.5に示す。

2) 計翠スキャニングソナーの開発心-6)

水産資源言hHIJの分野では， CD~jj\ï:魚採が苦手で、あった

表騒然群の音響調査が可能になる，争調査銭関が飛躍的

に広がる毒事の利点を持つ，ソナーを用いた資源設計測に

期待が潟まりつつある。最新技術を導入したスキャニン

グソナ}をベースに，定fま解析可能なデータをネットワ

ソナーの進歩

1) ソナーにおける近年の技術革新

ソナー設計においてもディジタル化，広被域化が進み，

CD従来日ヨ難であった大規模な信号処理により探知距離向

上，ピームスタピライズ，サイドロープ低減などの潟性

能化，②2モード問符送受信などの広干rr域応}羽新機能が

実現された。一方送受i皮器においては，広帯域化に加え，

全方向探知可能な球形送受波器へと進歩している。また

振動子素子の高効率化により送信電力が軽減され，機器

3. 
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Fig. 6 System configuration of the scientific 
scanning sonar proto・type.

一ク経由で収録し解析を行なう言!主tスキャニングソナー

システムの試作が，i'ifi学thb伺にで実施された。

言1-長;スキャニングソナーシステムは漁業者向けの低Ji5J

波球形スキャニングソナーFSV30(古里子浴気製)をベ

ースにしており，古野i立気，北海道大学，および

SonarData (現Myriax) との共同開発によるものであ

る。周波数は21kHz~27kHzの可変，送{言量破ビーム幅

および受信ビームi阪はいずれも10
0

~ 120 (-3dB会l隔)で

(，，) 

ある。本システムはFig，6に示すようにスキャニングソ (b) 

ナー，データ収録システム，解析システムの 3つのサブ Fig， 7 Sonar image of fish schools (a)， The result of 
システムから織成される。 automaticschool detection algorithm ( b ) 

解析ソフトウェアでは，① 3D王寺、群:tIllI.H，表示，②魚

1洋体積言l-tL③ 3Dエコー積分解析，④ 3Df.(~若手移動解

析等がオフラインで可能である。

収録システムではソナーデータの収録に加え 2次元

データ解析ソフトウェアを組み込み込んだ。このソフト

ウェアでは 2次元主主査モードの収録データについて，ソ

ナー預l像再生表示，m，、群検出を行い，魚群翠:指標ーとして

のTIii積5，えかけの体11ft久 平 均SV，f.~tl洋ターゲット

ストレングス Tssを算出する。

適切な平均むがわかれば，Tss=NT， の関係より f.~'!伴

内の足数N を求める ~jfが出来る。

Fig， 7は開発した 2次元データ解析ソフトウェアによ

り漁場にてデ}タ収録し，再生したソナーjilij像及び魚群

反応、に対して，持it1;本魚群として検出された碩像である o

このピングを含む連続1O~20ピングからおlJ出された向一

魚群のデータについて解析処理を行い，平均操作し，各

会、群の商務，平均SV，f:卒、若手TSを求めることができる O

更に 2次元解析ソフトウェアでは，魚登推定に加えて，

エコーデータを地球践襟形状に広域にマッピングする 2

Dマップ機能を搭載している (Fig，8) 0 51.¥設推定機能
と2Dマップ機能を組み合わせることにより，広範闘の

魚群分布，j語、箆;把援が可能となった。

Fig. 8 Fish school distribution made by 2DMap 
function 

4. 今後の展望

持続可能な水産業の確立に向け，今後援々管理Il:ru!漁業

に必姿な漁扮機器開発が進むであろう。その根幹となる

魚種， 1#.体長，魚i立言hJ!lJ技術は，適用可能な魚、穏や海域

はまだまだ限られており，継続した研究開発が必要であ

るο 一方，魚、探，レーダー， GPSなどのセンサーが全て

ネットワークで繋がり，情報を効果的に統合表示を行う
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システム機器が商船，ブレジャー始を中心に普及し，漁

船にも適用が始まっている。今後は船内ネットワークに

留まらず，衛JR通信や無線ネットワークを介して， I援や

f也給とデータを共有し，資滅状況把握や効楽的な漁場選

定を促進する機器，システムの開発が進むであろう。
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