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積層電歪素子を用いたソナー応答型

トランスポンダシステムの開発
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田圭一1

原利治l

Development of a Sonar圃RespondingTransponder 

Using Multi Layer PZT 

Yoshinori MIYAMOT01*， Keiichi UCHIDA1， 

Toyoki SASAKURA2 and Toshiharu KAKIHARA
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Abstract 

93 

A sonar responding acoustic tag (SRA T) was developed. The SRA T responds to the signal transmitted 

from a sonar and transmits the pulse signal to the sonar. The SRATs response signals are appeared on 

the sonar display. The prototype of SRA T r巴spondedto the sonar signal between 20 to 90 kHz. The 

frequency of the transmitting signal was 31.25kHz or 62.50kHz. The size of SRA T wasφ25X 150mm， 

100g in air and 70g in water. The multilayer piezoelectric element was used as the transducer. The 

battery life was about one month目 Experimentsto examine the response range were performed using 68 

kHz sonar whose source level was 210dB re 1μPa at 1 m. The SRA T signals could be observed around 

200m distance on the sonar display. Experiments were performed using a tuna purse seine. The sonar 

frequency of the fishing vessel was 28kHz and the source level was 220dB re 1μPa at 1m. The SRAT 

was attached to the purse seiner for measuring shape of net. As the result of this experiment. the 

maximum response distance of the SRA T was confirmed as 400m. The SRA T is useful for actual fishing 

such as the observation of purse seine shapes. 

， .緒言

超音波標識には，超音波送信器(ピンガ)とトランス

ポンダがある。ピンガは送信のみを行う送信機であるの

に対し， トランスボンダは質問信号を受信して応答信号

を送信する送受信機である。

物体の水中位置を把握する際に使用されるトランスポ

ンダの代表的な例は，旋網やトロール網にみられるネッ

トゾンデがある。ネットゾンデでは網深度，網の昇沈速

度，網底部の水温，網離底距離をリアルタイムでモニタ

リングすることができる。この超音波トランスポンダシ

2011年12月 1日受付， 2012年 6月13日受理

ステムは，日本においても外国においても研究が行われ

ている1)。これまでに， 300kHzの高周波数のトランスポ

ンダシステムが試作され，魚類などの行動追跡が行われ

た2)-5)。しかしながら一般的に， トランスポンダシステ

ムの対象物は大型の潜水艇 (AutonomousUnderwater 

Vehicles : A UVやRemotelyOperated Vehicle : ROV) 

であり，漁業用として用いられているシステムも大型漁

具を対象としている6)寸)。一方で，日本の沿岸漁業の大

部分は5t未満の小型漁船が多く，先のネットゾンデシ

ステムを利用できない小型漁具による操業が多いのが現

状である。漁獲効率の向上や，操業の安全性の向上を考
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える上で，漁具の水中位置や形状の把握は必須である。

さらに漁業者の高齢化に伴う漁業技術伝承の危うさを考

えると，経験と勘による漁業から，誰もが客観的に判断

し得るデータと制御による漁業への移行が重要になると

考える。その為にも操業形態のデータ化において小型漁

具の水中位置や形状のモニタリングシステムは必要であ

ると考える。

音響源u位の調査現場では，音響測位システムと同時に

ソナーや魚群探知機といった音響機器が併用されること

が多い。ソナーや魚群探知機の送受波器は船底装備され

ている。それら音響機器の映像に音響波u位システムの音

波標識を映し出すことができれば，専用の受信設備が不

要となる。このことは，受信機の新規購入や調査船への

装着にかかる労力，さらには調査船と一体型の設備でな

いことによる不便さの解消につながる。これは，調査・

研究の範聞や内容を広げるだけでなく，漁業の効率化に

貢献することになり極めて有用なシステムとなる。

これまでに著者らは，魚類の行動生態計測を行うため

の超小型ピンガの開発を行い，超音波の送信素子である

超音波振動子に積層電歪素子を用いた。その結果，これ

までの振動子と比較して，変換効率が高く，広帯域の振

動子を製作する事ができた。また，ピンガを複数利用す

ることを想定して，ピンガの識別にM系列信号を利用し

て，同一周波数で24個の識別コードを発見した。これに

よりピンガの送信間隔が30秒であっても24個を l分以内

に認識する事が可能となった9)。この研究成果から積層

電歪素子をトランスボンダの送信素子だけでなく受信素

子としても使用し，それによる受信信号に応答するトラ

ンスポンタ (SonarResponding Acoustic Tag :以下

SRATと呼ぶ)を開発する発想に至った。つまり，既存

の音響機器の超音波信号に応答し，それらの画面上に応

答信号を映し出すことにより専用の受信設備が不要なト

ランスポンダである。このSRATを用いれば，既存のネ

ットゾンデなどが装着不可能な小型漁具の水中敷設形状

が専用の計測システムを用いる事無く計測可能となる。

本研究では，ソナーや魚群探知機の発信する信号に応

答し，その応答信号がソナーや魚群探知機の画面に重畳

できるSRATを試作し，その性能評価を行ったので報告

する。

2.試料および方法

1) SRATの仕様

試作したSRATは，直径25mm，長さ150mm，空中

重量100g，水中重量は70gで、ある (Fig.1)。送受波器(ト

ランスデューサ)には，積層電歪素子 (NEC/TOKIN

特注， lOmm角)を用いた。この積層電歪素子の共振周

波数 Ir(Hz)は，構造上138kHzである。そのために様々

なソナーの送信周波数に同調させるため共振周波数をラ

Battery (CR123A) Multi layer PZT 

Fig. 1 Sample image of SRAT. 

ンジュバン構造にすることで下げた。この共振周波数

は，ランジ、ユバン振動子の長さ(共振長)に依存する。

著者らは，長さ 5mmの積層電歪素子 (NEC/TOKIN

AE0203D04F， L= 5mm， Ir =261kHz) 10)を用いて，最適

なランジ、ユバン構造の試験を行った。素子を挟み込む素

材には，アクリル樹脂を使用した。積層電歪素子をアク

リル樹脂で挟み込んだ、ランジュバン振動子の共振長Lr

(mm) と共振周波数β(Hz)の関係は，以前の研究より

(1)式で表現される9)。

Lr= 830，000/lr )
 

'よ(
 

• • • • 
・

この結果から， SRATの共振周波数を既存の水産用ソ

ナーが利用している周波数のうち低い方の周波数に合わ

せて20kHzとし，それにあわせてランジュバン振動子の

長さは40mmとした。

SRATの送波音圧特性をFig.2に示す。平均送信音圧

は， 20kHzから140kHzの聞で154dBre 1μPa at 1m (以

下，断りが無い限りdBの単位は， dB re 1μPa at 1m)で

ある。また送波パターンは，ほぽ無指向性である。積層

電歪素子はインピーダンスが低いため受信感度が低い10)。

そこでソナーから送信された超音波信号を受信するため

に， LCバンドパスフ ィルタ (20kHz-80kHz)を組込ん

だプリアンプを製作した。この回路を含めたSRATの受

波感度特性をFig.3に示す。平均受波感度は， 20kHzか

ら120kHzの間で一215dBである。

ソナーから送信された超音波信号を受信して，それに

応答するための信号発生および制御には，マイクロプロ

セッサ (MicrochipTechnology Inc. PIC16F690QFN) 11) 

を用いた。駆動用バッテリーには，リチウム電池CR123A

(3V. 1000mAh，φ18x30mm)を用いた。計算上の電池

寿命は約 1ヶ月である。応答信号の周波数は31.25kHz

と62.50kHzで，マイクロプロセッサの動作クロックを

変えることにより選択できるようにした。

2)応答距離の計測

SRATの応答距離を決める要因は二つ考えられる。一

つは，ソナーの送信音圧とSRATの受信感度の関係であ

り，もう 一つはSRATの送信音圧とソナーの受信感度の

関係である。ソナーが送信した超音波パルスは対象物に

反射して受信されるが，対象物までの距離により吸収拡

散による減衰を受けて対象物に到達する。また対象物か
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Fig. 3 Receiving sensitivity of SRAT transducer. 
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はソナーとSRATの距離，九(dB)はソナーの送信音圧で

ある。この式を基に，応答距離 r(m)の計算を行った。

この計算では 2種類のソナーを想定して行った。一つ

は，送信音圧210dBで周波数68kHz(FURUNO CSH-5) 

であり，他方は送信音圧220dBで、周波数28kHz(FURUNO 

CSH-21)である。またSRATが応答する受信音圧(応

答音庄)を150dBとした。これはSRATの応答音圧を，

150dB以下に設定すると，周閤雑音によ り誤反応、を生じ

るためである。

応答距離の検証を2010年10月12日，東京海洋大学実溜

艇“ひよどり..(19GT)に搭載されているFURUNOCSH 

5を用いて千葉県館山湾にて行った。実験の様子をFig.4

Transmitting power sensitivity of SRA T 

transducer. 

らの反射により音圧は小さくなる。つまり対象物の反射

音圧は，ソナーから遠いほどSRATの送波音圧よりも弱

い。よってソナーの受波感度は， SRATの送波音圧に対

して十分な感度を有していると言える。したがって，ソ

ナーの送信音圧とSRATの受信感度の関係より SRATの

応答距離を求めた。ここでSRATの受信感度は，ソナー

信号の最大受信距離と等価となる。 SRATのト ランスデ

ユーサーは無指向性であるので，指向特性係数bは無視

できるためSRATで受信されるソナーの音圧Fr(dB)は，

Fig.2 

...(2) 

と表される。ここで、aは吸収係数 (dB/m)であり，r (m) 

Fr= 1も 20loglO r -ar 
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Image of the basic experiment in 
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Fig. 7 SRA T response appeared on sonar display at 
the basic experiment. A screen was indicated 
“North up" and range was 300m， tilt angel 
was 5 degree. 

(b) 

網成りおよび網までの距離を計測した。また，同時に照

洋丸レーダーにより浮子までの距離を測位し，操業中の

ソナー表示画面をデジタルカメラで記録した。

応答距離計算の結果， CSH-5ではSRATが応答する最

大距離は300m ， CSH-21で、は1200mであった (Fig.6)。

館山におけるCSH-5を用いた応答距離測定実験でのソナ

ー表示画面をFig.7に示す。この図において， SRATの

応答信号が距離150mのところに確認できる。この実験

では，距離200mまでSRATの応答信号がソナー画面上

結果と考察3. 

Image of the purse seine experiment. 

に示す。実験海域の水深はおよそ50mである。SRATは

海底付近に設置して，舟艇をSRATより 100mから500m

離して実験を行い，ソナー表示画面をデジタルカ メラで

記録した。

実操業における実験を，水産総合研究センターの“照

洋丸"(2214 GT)のマグロ調査航海中のメバチ混獲回避

技術観察調査 (2010年10月28日-12月28日)にて実施し

た。照洋丸には， FURUNO CSH-21が装備されている。

SRATは，巻き網の大目の中心および左端の部分と観測

舷である右舷側の受波器に取り付けた (Fig.5)。右舷側

受波器にも取り付けたSRATは，距離を出すときの起点

として用いた。そして，巻き網投入から揚網終了までの

Fig.5 
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で判別できたが，それ以上離れた距離ではSRATの応答

信号をソナー画面上で判別できなかった。これは，測定

海域の水深が50m程度であり，海底によるソナーの反射

信号とSRATの応答信号をソナー画面上で判別できない

ことが考えられる。

CSH-21を用いた実操業における実験では，操業の前に，

SRATを右舷に設置して受信テストを行った (Fig.8)。

SRATだけの信号がソナー画面の右側，約209mの距維

に表示されている 。これは，魚群や網の反射信号と

SRATの応答信号を区別するために， SRATの応答を

250ms (距離換算で、約188m)遅らせる設定としている

からである。したがって，実際のSRAT応答距離は21m

であり，この距離はほぼ実際の距離に合っていた。

Fig.9に実操業中の照洋丸ソナー画面を示す。左舷側

に魚、群とSRATの応答信号が確認できる。SRAT応答信

号は，約400mの距離に表示されているが，実際の

SRATとの距離は212mである。この様に，応答遅延を

設定することで魚群の反射信号とSRAT応答信号の判別

が瞬時に行えるようになった。この操業中，SRAT最大

応答距離は400mであった。これは，応答距離計算で求

めた1200mより大幅に短い。この原因として，網による

ソナー信号の滅衰などが考えられるが，明確な原因を明

らかにするまでには至らなかった。

ソナーに応答させるSRATでは，距離だけでなく方位

の計測も可能である。SRAT応答信号は無指向性である

が， 一般的なソナーの分解能は約20。である。より 高い

方位分解能を望むのであれば，方位分解能が約 1-2。

のマルチナロービームを用いるソナーが考えられる。ま

た深度情報は，分解能が20。のビーム幅の傭角から求め

ることは困難で、ある。しかし， SRATに圧力センサーを

搭載することで，深度情報を得ることが可能となる。こ

れには，応答信号を 2回送信して，その送信間隔が深度

情報とする手法が考えられる。しかし，この場合ソナー

に改造，もしくは別途SRAT用の信号解析回路が必要と

なる。また l台のSRATを漁具に取り付けるだけでは，

漁具の水中形状を計測することは不可能で=ある。そこで

複数のSRATが必要となるが，それぞれのSRATからの

応答信号を識別する必要がある。それには， 著者らが開

発したピンガで用いられるM系列信号が有効な手法であ

る9)。同じ周波数であっても異なるM系列符号を用いる

ことで，個々のSRATの識別が可能となる。これを利用

するためには，ソナーにSRAT用信号解析回路を付加し

て，その回路からSRATの識別と深度情報を出力するこ

とで，ソナー画面に表示することが可能となる (Fig.lO)。

同図に示 したように， SRATの応答信号とは別に，

SRATの位置を図形としてソナー画面に表示させること

とで，本実験で用いたSRATの応答遅延を行う必要はな

くなる。

Fig. 8 SRA T echo on sonar display. SRAT was 
hanged from the starboard side of the ship. 
The screen was indicated “Head up"， N/E 
was ship' s heading and range (R) was 
300m， tilt angel (T) was 12 degree， gain (G) 
was 2.0. .... was Shyouyoumaru. Arrow on 
the upper right， from top to bottom， slant 
range， ground range and depth of target. 
E/N was target relative bearing. 

Fig. 9 Actual echo on sonar display. The screen 
was indicated “Head up"，“48" was ship' s 
heading and range (R) was 500m， tilt angel 
(T) was 22 degree， gain (G) was 9ふ .... 

was Shyouyoumaru. Arrow on the upper 
right， from top to bottom， slant range， 
ground range and depth of target. N/W 
was target relative bearing. The dotted 
line shows the shape of the nets was 
observed visually. 
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試作したSRATの送受波器は広帯域であるため，

SRATを制御しているCPUのクロ ック信号の周波数を変

更するだけで，様々な周波数のソナーに対応することが

可能である。したがって調査船に装備されているソナー

の周波数に対応したSRATを個別に製作する必要がない

ため，製品コストが下がり安価な装置として販売するこ

とが可能である。

今後ソナーに付加するSRAT用付加回路が開発されれ

ば，漁具の水中形状計測方法にSRATを用いることが可

能となる。そうなれば，漁具に取り付けるトランスポン

ダが小型・軽量であり，既存のソナーの改造だけで対応

が可能であることにより，既存の漁具モニタリングシス

テム6)-8)と比較しでも遜色のない計測システムを構築

できると考える。例えば，釣り糸に装着したSRATがソ

ナー蘭面上に表示されるため，その映像を見ながら釣り

糸の深度をコント ロールすることができる。また巻き網

操業では，複数(例えば5個)のSRATを網に装着する

ことにより ，投網中の網成りがソナー函面に表示でき，

網中の魚群との関係を立体的に把握できるなど，効率的

な網操作に役立つと考える12)，13)。

加えてSRATがより小型化されれば，これまでピンガ

を用いた超音波バイオテレメトリーシステムでしか追跡

できなかった魚類等でも，ソナーを装備した船舶で追跡

可能となり，専用の受信機を装備しなくても魚類の行動

をモニタリングすることが可能になると考える14)-19)。
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