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開催趣旨

漁業・養殖業の生産性向上のための水産生物行動の工学的観察手法

水中生物の行動研究手法は、自然観察、水槽観察、漁獲資料解析などに大き
く分類される。自然観察としては、飛行機、スキャニングソナーやカメラなど
の工学機器、潜水装置などを用いた方法、水槽観察としては、平面のみならず
立体的観測を可能とする２台のカメラの視差を利用したステレオ撮影による対
象生物の３次元的位置解析などによる方法、漁獲資料解析によるものとしては、
操業時間や漁法の違いと漁獲量や漁獲魚種の比較から生物の行動特性を推定す
る方法などが挙げられる。自然観察は直接的な方法であるのに対して、水槽観
察や漁獲資料解析などは間接的な方法と言える。
漁業・養殖業を対象とする場合には対象とする水生生物の行動のありのままの
姿を知ることが肝要であり、そのためには現場における自然観察が最も重要と
なる。従来からの方法としては飛行機を利用したイワシ等の魚群行動・性状の
観測や工学機器である魚群探知機、ソナーあるいは超音波発信装置などの音響
機器を利用した漁具周辺や生け簀内部における行動観察や水中テレビカメラな
どによる漁具への入網過程や生け簀内での行動観察などがある。さらに、潜水
などにより直接目視することも大切な方法と言える。近年では、音響カメラな
ど超音波を利用して対象生物を映像化し、光が全く存在しない環境下であって
も対象生物の観察を可能とする技術も開発された。
本部会では最近の先端技術を活用した研究事例を紹介するとともに、今後の
漁業・養殖業の生産性向上を目指した研究への先端技術の活用について、現状
の機器及び技術上の問題点を精査しつつ論議する。
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スルメイカの釣獲状況の連続モニタリング手法の開発
四方崇文（石川県水産総合センター）・高山剛（水産工学研究所）
・三木智宏（東和電機製作所）

イカ釣り漁業における発光ダイオード（LED）漁灯の

を取得した。釣具ラインには、ナイロンテグスを用いて

実用化事業において、著者らは、灯光によるスルメイカ

擬餌針24本を1.05m間隔で連結し、約5.4mのテグスを

の誘集・釣獲のメカニズムについて研究しており、これ

介して下端に錘を取り付けた。錘の最大垂下深度は75m

までに、船上灯光によって形成された船底下陰影部には

とし、釣具ライン引き上げ時には、錘深度39～75mでシ

船体周囲に集めたイカを船底下に誘導・集約して釣獲に

ャクリ、同25～39mで巻上、同0～25mで擬餌針の巻き

結びつける機能があることを明らかにした。しかし、イ

取り動作になるよう釣機を設定した。実際の釣獲につい

カが船底下に入る経路など釣獲に至るまでの具体的な

ては、手作業で釣獲尾数を1時間単位で計数し、釣機1台

プロセスは未解明である。このことを解明するには、イ

1時間当たりの釣獲尾数（CPUE）を算出した。これより

カの行動と釣獲の変化を関連付ける必要があるが、刻々

も短時間の釣獲については、釣機上部に設置したネット

と変化する釣獲を連続的に捉える技術がなかった。そこ

ワーク監視カメラで操業時の様子を録画し（図1）、適宜

で、釣獲状況を連続モニタリングする技術として、自動

画像再生して釣獲尾数を目視計数した。操業時には魚群

イカ釣機のモーター負荷を連続記録する装置と釣獲の

探知機とソナーを稼働させてその画像を録画した。

様子をビデオ録画する装置を作製した。これらの装置で
取得したデータの信頼性を評価するとともに、それらを

2．結果および考察

イカの行動研究に応用した成果について報告する。

2-1．釣機負荷と釣獲の関係
釣機の負荷から釣獲尾数を推定するには、釣獲を反映

１．材料および方法

する深度帯のデータを用いる必要がある。釣具ライン引

本研究には石川県水産総合センターの漁業調査指導

き上げ時の負荷の変動を調べたところ、負荷は釣具ライ

船白山丸（167トン）を用いた。白山丸には東和電機製

ンを引き上げ始めてから徐々に上昇し、錘深度30m付近

作所製の自動イカ釣機が14台装備されている。これに各

で最大に達することがわかった。計量魚群探知機でイカ

釣機のモーター負荷や錘深度のデータを1秒毎にPCに記

の分布密度を調べたところ、深度10～25m付近の分布密

録する装置（図1）を付加し、2010年6月から翌年5月の

度が高く、この深度帯を擬餌針が通過しているときに負

間に日本海沖合で34回の操業を行った。操業前にシーア

荷が最大に達することがわかった。また、錘深度30m付

ンカーを投入し、日没後から日出前の夜間に3kWのメタ

近の負荷は手作業計数で求めたCPUEとともに変動して

ルハライド灯78灯を点灯し、イカを釣獲して負荷データ

いることも確認できた。これらの結果から、釣獲を反映
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図1 釣機負荷記録装置とビデオ記録装置．釣機と負荷記
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図4 2010年10月18日操業時の釣機負荷が急上昇する
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釣獲直前

は高い傾向にあった。そこで、外套長を考慮して負荷と

追跡開始
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120m

釣獲したイカの平均外套長（24cm）を基準長とし、こ
れに対する各操業の平均外套長の比（MLR）を求め、さ

図5 釣機負荷上昇前のイカ群と思われるソナー反応の

らにMLRの p 乗とCPUEの積を求めて負荷との関係を調

中心の水平位置．青丸は追跡開始位置、橙丸は釣獲直前

べた（図2）。関係式としては1次式よりも2次式のあては

の位置を示す．漁灯点灯時の深度2mにおける488nm帯

まりが良く、釣獲のない時間帯の平均負荷は4.5kgであ

の照度分布を背景に示した．

2

ったことから y=ax +bx+4.5 を回帰式とし、この回帰
曲線と各プロットの残差平方和が最小になる指数 p を

間、10分間、釣具ライン1往復（約100秒）の各時間幅

係数 a、bとともにエクセルのソルバーで求めた。その結

について、実測値と推定値は概ね一致することが確認さ

果、最適解として p=2.25 が得られ、外套長を考慮しな

れた（図3）。従って、様々な時間幅について負荷データ

い場合（ p=0 ）に比べてプロットのばらつきが小さくな

から釣獲状況が把握できることがわかった。

り、回帰式のあてはまりも向上した。
前述の負荷とCPUEの関係式は1時間単位のデータか

2-2．釣獲と音響反応の時系列からみたイカの行動

ら得たものであり、それ以外の時間幅についても負荷か

操業中、ソナーにパッチ状の反応が現れ、それが船体

らCPUEが推定できるかどうか検証した。1時間以上の時

に接近した直後にイカが多数釣獲されることがある。負

間幅については手作業計数値、1時間未満の時間幅につ

荷記録装置を用いることで、釣獲の急激な変化を的確に

いてはビデオ画像による目視計数値を用い、それらの計

捉え、音響反応の動きと関連付けることができるように

数値から計算したCPUEを実測値とし、同時間幅の平均

なった。その実例は図4に示したとおりで、ソナー画面

負荷から求めた推定値と比較した。その結果、1晩、1時

上の船体左舷前方に出現した音響反応が船尾側に移動
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布特性を理解するうえで重要である。釣機負荷から10分

図6 2010年10月15日操業時の10分毎の白山丸の位置

間毎のCPUEを推定して操業中の航跡上にプロットした

とCPUEの変化．円の面積はCPUEに比例する．図中の数

例を図6に示した。この例から、船の位置や移動方向に

字は釣機負荷から推定したCPUEを示す．

よってCPUEは複雑に変化していることがわかる。イカ
釣り漁場では十数隻から数十隻の漁船が数海里の船間

して消失し、その直後に魚群探知機に反応が現れ、同時

距離で漂流操業しており、それら漁船に負荷記録装置を

に釣機負荷が急上昇してイカが多数釣獲された。この結

設置し、位置・水温・潮流・水深等も自動記録できるよ

果から、ソナー画面に現れた音響反応はイカの群れであ

うにしておけば、漁場におけるスルメイカの分布構造を

り、その群れが左舷側を移動して船尾から船底下に入り

極めて緻密に把握できるようになると考えられる。

釣獲されたことがわかる。

但し、漁船で取得した負荷データからCPUEを推定す

このように釣獲と音響反応の時系列から、釣獲される

る場合、漁船毎に釣機の運転条件や釣具ラインの仕様が

前のイカの行動を知ることができる。そこで、釣機負荷

異なるので本研究で求めた負荷とCPUEの関係式をその

が急上昇する前のイカの群れと考えられるソナー反応

まま適用することはできない。さらに、多数の漁船につ

の動きを調べた（図5）。イカの群れはソナーの送受波器

いて釣獲尾数を手作業で計数して関係式を求めるのも

を中心とした水平距離20～80m付近（海面下20～50m

困難である。このような場合、ビデオ画像から釣獲尾数

付近）を周回するように移動しており、船体から離れた

を自動計数する技術があれば、釣機負荷とCPUEの関係

低照度の環境下に分布することがわかった。イカの群れ

を容易に調べることができる。ビデオ画像による釣獲尾

は周回しながら徐々に船体に接近し、釣獲直前には船体

数の自動計数について、現在、検討中である。

左右よりも船体前後に位置する傾向がみられた。漁灯点

3

2011. 12. 6
水産工学研究所推進会議
南青山会館

超音波発信器を用いたサクラマスの降海と遡上行動の追跡
北海道区水産研究所 さけます資源部 繁殖保全グループ
大熊一正
サクラマスは太平洋サケ属の中でもアジア側にのみ分布する魚種で、漁獲量はサケ、カ
ラフトマスに比べ少ないものの北日本の沿岸では高級魚として位置づけられ、春先の貴重
な漁業資源となっている。サクラマスは 1-2 年の河川生活を経てスモルトとなって降海する
が、河川における降下移動様式や降海後の沿岸域での行動を詳細に明らかにされた事例は
多くない。また、降海したサクラマスは 1 年間の海洋生活の後春に川に戻り秋の産卵まで
河川で過ごす。そのため、本種の資源を保全し、増やすためには河川内での親魚の生態を
明らかにする必要がある。近年カナダ太平洋沿岸ではさけます幼魚の降海移動について大
規模な追跡調査(POST: Pacific Ocean Salmon Tracking Project* 1)が行われ、移動生態、減
耗実態の解明に大きな成果が得られている。そこで、その追跡調査にならい、超音波ピン
ガーを用いてサクラマスの降下スモルトと遡上親魚の行動追跡を試みた。
追跡システムの概要
今回の追跡には 69KHz の超音波を発するカナダ Vemco 社製コード化ピンガー(スモル
ト用: V7-1L、親魚用:V13-1H)と受信機(VR2-DEL)8 台を用いた。この受信機は水深 500m
までの耐圧を有し、最大 65,536 個までピンガーを識別できる。スモルトに装着した小型
の V7-1L は発信間隔を 30-90 秒のランダムに設定し、
その標準電池寿命は 49 日であった。
親魚に用いた V13-1H は同じく間隔を 10-30 秒とし、標準の電池寿命は 95 日であった。
受信機の受信範囲は静かな海域では半径 450m 程度とされているが、河川での予備実験の
結果、水深の浅い場所、波や気泡の多い場所、懸濁物質が多い河川水では受信範囲は数 m
から数 10m 程度にまで低下した。
スモルトの降下行動
2006 年 6 月に北海道東部のさけますセンター斜里事業所(現北水研さけます資源部斜里さ
けます事業所)で飼育していたサクラマススモルト 30 尾の腹腔内にピンガーを埋め込み、事
業所(斜里川河口から約 18km 上流)から放流した。河川内には 3 定点にそれぞれ 2 台の受信
機を設置するとともに、
河口周辺の 2 個所の定置網の土俵固定ロープに 1 台ずつ設置した。
中流の定点ではいずれの個体の信号も受信できなかったが、河川内では 8 尾の降下が記録
:現在は Pacific Ocean Shelf TrackingProject に改称し、さけます以外の動物の行動解析
も行っている→ http://postprogram.org/
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され、うち 4 尾は沿岸での行動も記録された(図 1)。河口までの移動が確認できた 8 尾の平
均降下日数は 7.2 日、平均降下距離は 2.8km/日であった。沿岸での行動を確かめたところ、
4 尾のうち 3 尾は一旦河口西側へ向かった後東へ移動していたことが確かめられた。サクラ
マスは降海後オホーツク海を回遊するが、オホーツク海に面する斜里沿岸から降下した個
体でもそのまま沖合へ移動するのではなく知床半島沿いに移動することが示唆された。
親魚の遡上行動
2006 年 7 月に北海道北部の徳志別川において、河川に回帰したサクラマス親魚 5 尾の背
鰭付近にピンガーを装着して放流した。受信機は放流場所の事業所の畜養池から、約 15km
上流までの 8 カ所に設置した。放流した 5 個体すべての移動が約 10km 上流の受信機まで
記録され、うち 3 尾は最上流の受信機にまで信号が記録された(図 2)。記録を詳細に解析し
たところ、5 尾のうち 3 尾は放流直後に遡上しはじめ、残りの 2 尾は放流約 10 日後の降雨
増水時に遡上を始めていた。移動速度は下流で速く、上流で減少する傾向が認められ、下
流域で認められた最大移動速度は 1,254m/hr であった。また、下流域では 5 個体のうち 2
個体は夜間に遡上していたことが確かめられた。
今後の展望
カナダでの追跡調査(POST Project)では河川内の定点に加え、バンクーバー島周辺の海峡
にいくつかのラインを設定して、ギンザケ、マスノスケ、スティールヘッド、ベニザケの
スモルトの移動と減耗について多くの情報を得ているが、それは多くの受信機と多くのピ
ンガーを使うことによっている。我が国において、本システムを用いたさけます類の行動
追跡は水研センターのほかに北大、国交省(北海道開発局を含む)等で行われているが、POST
ほど大規模に行われてはいない。限られた予算の中で成果を挙げるためには同型の受信機
を有している機関が融通し合い、あるいは共同調査を行うことも必要であろう。多くの受
信機、発信器を用いることができれば大きな成果、情報が得られることは POST が示して
いる。もちろん、本システム以外の追跡方法(電波発信器によるもの)やアーカイバルタッグ
による行動解析法も技術革新が著しいので、これらも加えて検討する必要がある。
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アーカイバルタグを利用した魚類の行動研究
長谷川英一
（水産工学研究所 水産業システム研究センター エネルギー利用技術グループ）
はじめに
動物行動の研究をする際に個体識別をする必要がある場合に用いられる標識には様々な種類があ
る。特に魚類や水生生物用の標識は外部標識と内部標識に分けられ、アンカータグ、ダートタグ、
リボンタグ、グル・オンタグなど体表の一部に装着する標識が前者に分類される。後者の内部標識
は体の内部に装着するもので、マイクロタグ、イラストマー蛍光タグ、VI ソフトタグ、PIT タグな
ど小型軽量に配慮したものの他、時間、水温、水深、照度などの複数データを記録できるアーカイ
バルタグ、装着後一定時間経過すると魚体から分離し水面まで浮上して衛星を使用してデータを送
信できるポップアップ衛星通信タグなどがある。ここでは、アーカイバルタグを利用した魚類の行
動研究の例を紹介する。
１． 回帰途上サケの選択水温と漁場水温の比較（水温時系列データから判ったこと）
秋季に産卵のために回帰する本邦系サケの来遊動態に沿岸・沖合の水温分布がどのように影響し
ているのかを調べることにより、その知見を地域個体群毎の来遊動向の把握に役立てることを目的
として、時刻毎の水温と水深データを記録出来るアーカイバルタグを北海道沿岸に来遊したサケに
装着して再放流した。日本沿岸に回帰するサケのほぼ 90%は沿岸に敷設されている定置網で漁獲さ
れるためアーカイバルタグの回収率は極めて高い。従って、アーカイバルタグは回帰サケの行動を
調べる際には有効な方法と言える。根室岬で放流し岩手県の田老川で再捕された個体に装着された
アーカイバルタグの出力データの一例を図１に示す。このデータから回帰サケの遊泳水深と選択水
温の頻度分布や各平均値を算出した。一方、回帰サケが採捕される各定置網漁場の盛漁期の水温は
旬別漁獲量の推移と各時期毎の水温変化から求められる。回帰途上経路の選択水温は盛漁期漁場水
温よりも低く、サケは産卵に要するエネルギーを温存するために、回帰途上では低い水温帯を選択
することによって代謝量を低く抑えていると推察された。
２．本州太平洋岸に回帰するサケに対する津軽暖流の影響（回帰時期の予測）
サケの回帰時期はその親サケの産卵時期に一致することが知られている。適切な放流時期に合わ
せた種苗の計画的確保や漁獲の管理などはサケ資源の保全を図るために大切であり、従って回帰時
期を予測する意義は大きい。そこで、本州太平洋沿岸に回帰するサケの回帰時期に及ぼす津軽暖流
の影響を調べた。
アーカイバルタグデータを利用したサケの回帰回遊経路解析フローを図２に示す。
この解析方法を利用してほぼ同時期に放流されながら再捕所要時間に差が見られた 2001 年の回帰
魚と 2003 年の回帰魚の 3 次元的回帰回遊ルートを推測し、両年に差が見られた原因を調べた。津
軽海峡を横断するときの遊泳水深変化の様子に顕著な相違が見られ、再捕までに時間を要した個体
では夜間であっても表層付近まで浮上せず、ある水温以下の水深に留まっていたことがわかった。
この年は津軽暖流が比較的強く（図３）
、深層まで高水温帯域が達しており、このことに起因したも
のと考えられた。両年級群の採卵時期はほぼ等しかったのにも関わらず旬別漁獲量推移にも差が確
認され、津軽暖流の強弱が本州太平洋岸域に回帰するサケの回帰時期に影響することが判明した。
３．サケの夜間ナビゲーションにおける月光の役割（サケ回帰の謎に迫る）
サケの母川回帰機構については、稚魚期に母川の匂いを刷り込むことが一般的に知られ、それは
実証されている。ただし、これは河川付近まで到達した段階で発揮される能力である。河川から遠
く離れた水域でいかにして目的とする産卵河川のある場所を見つけ出すのであろうか。一つの仮説
として太陽コンパスの利用が考えられている。ここでは、夜間の方向探知の方法として月光の存在
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を拠り所としていることをアーカイバルタグデータを利用して証明する。アーカイバルタグを装着
して放流され、再捕されるまでに２つの月齢期（一ｹ月を新月、上弦、満月、下弦の 4 区分した）
以上を含む個体データから、月齢期ごとの平均遊泳水深を求めたところ、満月期において有意に遊
泳水深が浅い結果となった。また、タグデータの放流－再捕期間が 10 日以上ある個体の遊泳速度
をその間に満月期を含む割合の多寡ごとに比較したところ、遊泳期間中満月期を多く含む個体ほど
遊泳速度が速い結果となった。次に津軽暖流の表層暖水に阻まれ表層への浮上が阻止された個体の
鉛直移動周期を求めたところ（図４）
、24 時間周期が観測され体内時計の存在が証明された。さら
に、サケ頭頂部の松果体窓の直上に位置する硬組織の偏光性を分光吸収計測から確認した。このこ
とから、サケ松果体には偏光感覚が存在することが示唆された。以上の、4 項目の事象から回帰サ
ケは月光を母川に戻るためのナビゲーションに利用していると考えられた。
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図１．アーカイバルタグデータから得られた
サケの遊泳水深、水温の時系列変化
2001年

図２．アーカイバルタグデータから得られる
水温・水深動線図および海洋観測、海底
水深データによる 3 次元位置確定

2003年

図７．水深100mにおける水温分布

図３．2001 年と 2003 年の津軽海峡周辺の
100m 層水温分布図

図４．津軽暖流域を通過するサケの遊泳水深変化

おわりに
アーカイバルタグを利用してサケが遊泳していた位置・時間軸上に記録された水温、水深データ
を利用してサケの回帰行動を解析した例をいくつか紹介した。記録させたい情報として、照度、塩
分、酸素、潮流、クロロフィル等々、対象水生生物が生息する水域環境情報のみならず、心電、筋
電、呼吸量、網膜電位、脳波等々、その環境中に存在する生物自身から発せられる情報なども併せ
て記録することが出来れば、生息環境に直接対応した対象生物の行動・生理反応を知ることが可能
となるため、漁業・養殖業の生産性向上を図るために有効となる知見を集積できるものと考える。
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漁業･養殖業のための水中映像遠隔監視システムについて
秋山清二（東京海洋大学）
各種漁業では水中における漁具の挙動や漁具に対する魚群の行動を正確に把握することにより,生産性の向
上や資源の保護が図られる。養殖業では養成魚の健康状態や摂餌状況を常に監視しておくことにより,生産コスト
の削減や海洋環境の保全が可能となる。これらのことから,定置網漁業や養殖業では網内や生簀内の水中映像を
陸上で遠隔監視できるシステムの構築が望まれている。近年目覚ましい発展を遂げた情報通信技術は,漁業･養
殖業の生産現場における水中監視体制の確立を後押ししている。ここでは,定置網漁業と養殖業における水中映
像遠隔監視システムの構築事例を紹介する。
定置網漁業における水中映像遠隔監視システム 定置網漁法は来遊魚群の入網を待って漁獲を行う受動的な
漁法であるため,入網魚群を逃さず漁獲するための監視体制が必要となる。ここでは,千葉県館山湾の大型定置網
で試験運用された水中映像遠隔監視システムについて紹介する1)。基本構成を図-1に示す。海上送信局は
1.2GHz映像送信機,送信アンテナ,バッテリ等で構成し,定置網の側張に係留した（図-2）。水中カメラはキンコ網の
漏斗網が映るように設置した(図-3)。海上送信局から送信された水中映像は陸上受信局のモニターにリアルタイム
で表示される(図-4)。試験運用では計18種の魚類が観察され,キンコ網に対する行動の種差を利用したキンコ網に
よる選択漁獲の可能性が示唆された。なお,本システムをより手軽に利用できる3G携帯電話を用いた水中映像遠
隔監視システムも提案されている2)。

海上送信局

陸上受信局
1.2GHz帯準マイクロ波
受信アンテナ

送
信
ア
ン
テ
ナ

送
信
機

受信アンプ

音
セ
ン
サ

携
帯
電
話

バッテリ

モニタ

水中カメラ
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図-1.水中映像遠隔監視システムの基本構成

図-2.側張に係留された海上送信局

図-3.水中カメラを設置したキンコ網

図-4.キンコ網に入網するスズキ
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養殖業における水中映像遠隔監視システム ここでは,平成19～21年度産官学連携による食料産業等活性化の
ための新技術開発事業「沖合沈下式養殖・海中給餌システム開発」の一環として,宮崎県串間市のブリ養殖場で構
築された水中映像遠隔監視システムを紹介する。基本構成を図-5に示す。海上送信局は海中給餌システムを搭
載した給餌プラットフォーム(図-6)に設置した。水中カメラは4基の浮沈式養殖生簀(10ｍ×10ｍ×8ｍ)の底面中央に
上向きで設置した。水中カメラの映像は2.4GHz映像送信機(ウィンテル,SW-005R)から送信され,陸上受信局の水
中監視モニター(図-7)に表示される。給餌担当者は生簀内の映像(図-8)をみながら給餌量をコントロールできる。
なお,本システムの伝送限界距離は約10kmであるが,本事例では送受信間に映像伝送の障害となる標高35mの山
があったため,山頂に映像中継局を設置し,障害を迂回する措置をとった。

2.4GHz

映像中継機

2.4GHz

中継局
受信アンテナ
モニタ

映像受信機
電源制御装置

障
害
物
150MHz

送信アンテナ
映像送信機

水中カメラ
水中カメラ

電源制御装置
水中カメラ

陸上受信局

海上送信局

(AC100V)

(DC12V)

水中カメラ

図-5.水中映像遠隔監視システムの基本構成

図-6.海上送信局を搭載した給餌プラットフォーム

図-7.水中監視モニターと給餌コントロールユニット

図-8.養殖生簀内を周回するブリ

その他の水中情報遠隔監視システム 定置網漁業では1970年頃から遠隔式魚群探知機(テレサウンダー)が導入
され,入網魚群や漁具形状の監視に用いられてきた。最近ではこれに代わり,定置網内に設置したPPIソナーの映
像を陸上へ無線伝送する「リモートソナー」が開発され3),これまでより広い範囲にわたる漁具形状の経時変化や魚
群の移動経路の監視が可能となった。同様のシステムは大中型まき網漁業でも採用されており,探索船や作業船
のソナー映像を網船へ無線伝送することにより,船団各船の情報を網船で集中監視できる体制が整えられている。
文献
1)秋山清二,深澤昭雄,有元貴文：水中映像無線伝送システムの構築と定置網漁場での試験運用.水産工学,40(2),
109-113,2003.
2)秋山清二：3G携帯電話を用いた水中映像遠隔監視システムについて.海洋水産エンジニアリング,72,12-15,2007.
3)平井良夫：リモートソナーを利用した漁具・魚群監視システム.ていち,118,43-52,2010.
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未利用資源を対象とした音響手法による魚群の行動性状計測
－日本海産キュウリエソを対象として－
濱野 明
（(独)水産大学校 海洋生産管理学科）
1. はじめに
地球規模の温暖化や海洋汚染によるグローバルな海洋環境の変化が、多様性に富んだ
海洋の生態系にどのような変化をもたらすのか？これら地球規模の環境変動の影響は、
漁業の対象として利用される有用魚種だけでなく、普段私たちの目にふれることがない
中深層性の未利用資源に対しても同様にその影響は及ぶ。しかし、これら中深層性生物
の未利用水産資源に関する生物学的情報は、漁業の直接の対象でないことから他の有用
魚種に比べ著しく限られたものとなっている。一方、これら生物群は、海洋生態系のな
かで生産者（植物プランクトン）から魚食性ネクトンを結ぶ餌料生物として、また、有
機物の鉛直的運搬者として重要な役割を担っているにもかかわらず、これら生物群の時
空間的な行動生態に関する知見は十分とは言えない。
そこで、本報告では日本海におけるほぼ唯一の中深層性魚類マイクロネクトンである
キュウリエソ（Maurolicus japonicus）を対象として取り上げ、海洋生態系の生物生
産を支える未利用資源に対する行動特性の計測手法について検討した。
2. キュウリエソの日周鉛直移動と未利用資源の有効利用
キュウリエソは日本海の本州沿岸の大陸棚縁辺部から陸棚斜面にかけて集中的に分
布し、顕著な日周鉛直移動することが知られている（図 1）
。この日周鉛直移動のなかで
中層で遊泳するマサバ、サクラマス、カラフトマス、マアジ類、スルメイカ、また、底
層では、ニギス、スケトウダラ、マダラ、ハタハタ、メイタカレイ、アカガレイなどに
捕食されている(図 2)。さらに、遊泳する魚類だけでなく海底に生息するクモヒトデやヤ
ドカリなども重要な捕食者の一種である。このようにキュウリエソは漁業の直接の対象
種ではないが、日本海の海洋生態系における生物生産機構を知る上で、極めて重要であ
り、かつ日周鉛直移動を通して行動特性を明らかにすることは、日本海の食物連鎖網構
造におけるもっとも少ない一つの環を明らかにする意味で重要である。
一方、キュウリエソは血圧降下機能を有する発酵調味料の素材として、また高品質魚
粉・魚油の新素材として製品化が進められるなど、未利用資源の有効利用として注目を
集めている。しかし、これら未利用資源の利用に関しては、当初からの徹底した資源管
理方策の適用が重要であり、そのためにも、行動生態や資源量に関する知見の集積は極
めて重要である。
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3. 材料及び方法
平成 20 年から平成 22 年の夏季、鳥取県沖においてキュウリエソを対象に、水産大学校
練習船耕洋丸（総トン数 2,352 トン）搭載の多周波計量魚群探知機 ER-60（Simrad 製；
18,38,120kHz）及びマルチビーム音響測深機 MBES(Kongsberg 社製 EM710S, 70～100kHz)
を用いて音響資源調査を実施した。また、顕著な日周鉛直移動を行う DSL（音響散乱層）
を対象に、MOHT ネット(ニチモウ社製)を用いた生物ネットサンプリングを行うとともに
CTD 観測による海洋環境調査を行った。ここで、得られた音響データは Echo-view(Myriax
製)を用いて積分層を 1m、水平方向 1 分に設定し、体積散乱強度（以下 Sv 値）を算出した。
さ ら に 、 MBES の 128 本 の ビ ー ム に よ り 得 ら れ た デ ー タ を 基 に 音 響 解 析 ソ フ ト
EchoView(Myriax 社製)を用いて、キュウリエソ魚群の 3 次元画像化を試みた。
4. 結果及び考察
計量魚探機により観測された DSL を対象に 9 回の生物サンプリングを行った。
この結果、
その採集生物の 91.5％がキュウリエソであった（図 3）。このことから今回対象とした DSL
の主体はキュウリエソ魚群であると考えられた。ここで、採集されたキュウリエソをサン
プリング No.ごとに 10 個体、計 40 個体を抽出し胃重量を調べた。調査に用いたキュウリ
エソの平均体長は 34.7 ㎜であった。
キュウリエソ魚群の上昇速度の特性を調べるため日周鉛直移動を行う魚群反応を対象
に、上昇速度を 1 分毎に求め、さらにこのデータを 5 分間移動平均しデータの平滑化を行
った。ここで得られたデータをもとに自己相関分析及びスペクトル解析を用いて移動速度
の変動特性を調べた。この結果、自己相関分析ではキュウリエソ魚群の上昇速度に関して
は 8 件中 7 件（87.5％）において 9-15 分に周期性がみられ、この周期で移動速度が変化す
ることが示された(図 4)。
一方、上昇したキュウリエソ魚群は図 5 に示すように急激にその SV 値が低下し、キュ
ウリエソの分布密度が低下する。表層付近まで上昇してきたキュウリエソ魚群のその後の
行動については 2 次元情報としての魚探機情報により示されるのみで、表層に留まるのか、
急速に下降するのか、いままで明かにされてこなかった。今回 MBES から得られる 3 次元
情報をもとに(図 6)、時系列 3 次元画像を作成することにより、キュウリエソ魚群の行動を
三次元的に解析することができた。すなわち、キュウリエソ魚群は上昇後、表層付近で摂
餌活動のため群れをとき（このため SV 値は低下する）、摂餌が終わったあとは、急速に降
下することが MBES 画像から観察することができた。
以上のことから、計量魚群探知機やマルチビーム音響測深機を組み合わせた音響調査は、
従来、知見が十分でなかった未利用資源であるキュウリエソの行動生態を自然状態で詳細
に計測できる有効な手法であると考えられた。今後は中深層性魚類マイクロネクトンのよ
うに広範囲かつ鉛直的に広く分布する未利用水産資源生物に対しては、定量的かつ 3 次元
的な音響計測法の検討が重要であると考えられた。
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図 1 キュウリエソの日周鉛直移動と海洋環境

図 2 日本海においてキュウリエソを餌料として

図 2 日本海においてキュウリエソを餌料としている魚類
(沖山, 1971 より引用一部改変)
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図 3 生物ネットサンプリングの結果

図4

キュウリエソ魚群の上昇速度の自己相関係数
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図 5 上昇中のキュウリエソ魚群の Sv 値の時系列変化

MBESより得られたエコーグラムの一例
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図 6 マルチビーム音響測深機によるキュウリエソ魚群の計測

14

新・陽光丸に搭載された
マルチビーム魚群探知機の紹介と今後の展望
安部幸樹
（水産総合研究センター 水産工学研究所 漁業生産工学部）
3．ME70 のスペック
ME70 のファンビームは最大 45 本で構成されるが，設
定により，その本数は任意に変更可能である。またカバ
ーできる幅は最大で 140°，ビーム軸の角度は±45°，
各々のビーム幅は 2～20°の範囲で設定できる。パルス
幅は，FM パルスで 128～5120 μs，CW パルスで 64～5120
μs の範囲で設定可能である。各ビーム間の干渉を防ぐた
め，それぞれのビームは 70 kHz ～120 kHz の周波数とタ
イミングを変えて送信される。中心から外側に向けて周
波数を高くしていく設定 (“V”Configuration) と低くし
ていく設定 (“Λ”Configuration) を選ぶことができる。
図 2 にこれらのイメージを示す。測定対象がどれくらい
のレンジに存在しているのか，魚群のどの部分の分解能
を高めたいのかといった要求で，この Configuration を変
更することとなる。

1．はじめに
H22 年 12 月に竣工した新・陽光丸には，最新鋭のマル
チビーム計量魚探機 SIMRAD ME70 が搭載された。
ME70 では，広帯域信号処理技術を応用し，扇状のマル
チビームを形成することで，これまでの計量魚探機で探
知が難しかった船底直下以外の魚群も観測することがで
きる。また，データ取得が魚群断面をスキャンする形で
あるため，それらを重ね合わせていくことにより，魚群
形状を三次元的に再構成することも可能である。世界的
にも実用例がまだ少なく，その活用に関しては未知数な
部分もあるが，その概要と将来性について紹介する。
2．マルチビーム魚探機
マルチビーム計量魚探機として Kongsberg SIMRAD が
開発したものに，ME70 と MS70 があり，前者はフラン
スの IFREMER，後者はノルウェーの IMR と共同で開発
された。両者のベースとなる部分は基本的に同じで，共
に 800 個の広帯域素子から成る送受波器を持ち，周波数
帯域も共通の 70 kHz ～120 kHz である。ME70 は送受波
器を鉛直方向に設置し，扇状のビーム(ファンビーム)を
海底に向けて発射する。一方，MS70 は送受波器を水平
方向に設置し，25×20 (水平×鉛直) の 500 本で構成され
るビームを横方向に向けて発射する(図 1)。MS70 はその
設置方法から，ノルウェーの調査船が持つ「ドロップキ
ール」のようなものがなければ搭載が難しく，現状では
日本の調査船への導入はないと予想される。

(a)

(b)

図 2. ME70 から送信されるビームのイメージ(a)と送信
角度と周波数の関係(“V”configuration)の例(b)を
示す。(b)の横軸は各ビーム中心軸の角度，縦軸は
周波数である。(Trenkel et al., 2008 ，一部改変)

図 1. ME70(左)と MS70(右)の送信イメージ
http://www.simrad.com より抜粋
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図 3. 較正ソフトウェア画面
4．較正
図 4. エコーグラム表示の例
定量性を担保するために，ME70 でも較正は必要であ
る。その方法は通常の計量魚探機と同様で，較正球を用
いて行う。ただし，採用している周波数が 70 kHz ～120
kHz という帯域を持っているため，その帯域で安定した
反射特性を示す，直径 25 mm のタングステンカーバイド
球が較正球として用いられる。この較正球を竿とテグス
で船底に垂下し，ME70 オペレーションソフトの中に組
み込まれた較正支援ソフト(図 3) に従って作業を進める。
所要時間は，
ひとつのビーム設定につきおよそ 2～3 時間
図 5. 仏 IFREMER が開発したソフトウェアによる魚群
程度である。仮に，調査において多くのビーム設定を使
の三次元的表示 (Trenkel et al., 2008)
用するならば，それぞれの設定ごとに較正を行う必要が
ある。
魚群内平均 SV の算出など，必要と思われる機能はほぼ
そろっている。ただし，先に述べたとおり，扱うデータ
5．表示・収録・解析
が大きく，
かつ，
表示が三次元グラフィックとなるため，
ME70 のエコーグラム表示を図 4 に示す。中心に表示
マシンパワーが必要になる。一方で EV の開発元である
されているのが，ファンビームのエコーグラムであり，
Myriax は，ユーザーのニーズをくみ上げる仕組みを整え
ピング毎，リアルタイムに更新される。その両サイドに
ており，積極的に声を上げれば，より使いやすいソフト
示されるのが，リファレンスビームと呼ばれる 70 kHz
へ進化する可能性を秘めている。
と 120 kHz のビームであり，計量魚探機との比較に用い
ることができる。上に並ぶ 3 つが，各マルチビームひと
6．今後の展望
つひとつのエコーグラムである。ファンビームの中に赤
ME70 最大の利点は，従来の計量魚探機で見えなかっ
線表示があり，その範囲内のデータが表示される。表示
た部分が見え，さらに定量的に取り扱えるという部分で
範囲は見たい時に任意で移動させることができる。
ある。また，マルチビームであるがゆえ，各ビームがシ
ME70 で得られたデータは，オペレーション PC 内の
ャープであり，群内構造をより細かく観測することが可
HDD に記録されてゆく。
音響データフォーマットは基本
能となる。一方で漸次移行する周波数を用いること，タ
的に計量魚探機 EK60 と同様であり，各ビームそれぞれ
ーゲットに対する入射角が複雑なことが，平均 TS の取
が単体の計量魚探機としても扱える。位置，船速，動揺
扱いを難しくするため，今後最大の課題となろう。しか
データなどと共に収録・統合され，マルチビーム計量魚
し，魚群行動の「見える化」が進むのは間違いなく，そ
探機の Raw データとなる。最大 45 本のビーム構成とな
の成果には大いに期待している。
ることを考えれば，データサイズが大きくなることは避
けられないことがわかる。参考値ではあるが，陽光丸で
参考文献
日中断続的に使用した場合，一日およそ 2.3 GB であった。 Trenkel, V. M., Mazauric, V., and Berger, L., The new
陽光丸では，解析ソフトウェアに Echoview 5.0 (EV)を
fisheries multibeam echosounder ME70: description and
採用した。EV では，各ビームのエコーグラム表示や，
expected contribution to fisheries research, ICES J. Mar.
魚群の三次元的表示，
魚群の切り出し，
魚群体積の算出，
Sci., 65, 645–655, 2008.
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広帯域スプリットビームソナーによる魚群の尾数計測と行動軌跡
赤松友成・今泉智人・安部幸樹（水研セ水工研）
・伊藤雅紀・松尾行雄（東北学院大）・
王勇・小河慎二・西森靖（古野電気）

1

群れを見た（Fig. 2, Fig. 3）。
イルカ型ソナーではカタクチイワシが一尾
一尾確認できるのに対し，従来型ソナーでは
個々のイワシの映像がつぶれることがわかっ
た。これはイルカ型ソナーが約 8 cmの精度で
海中を見られるのに対し，従来型では 50 cm
程度になってしまうからだ。従来型ソナーが
アナログの白黒テレビとするならば，イルカ
型ソナーはいわばカラーのハイビジョンテレ
ビと言える。この高い空間分解能を利用する
ことで、個々の魚の軌跡を数え、その数を計
測することができる[2]。まだ十分に成熟して
いる技術ではないが、音響ビームの中に入っ
た魚の数を、漁獲すること無しに勘定するこ
とができるようになるだろう。

はじめに

イルカは高精度の超音波のソナー能力を持
っている。たとえばほんの 0.3mmしか厚みが
違わない円筒形の物体を，音だけで見分ける
ことができる(Fig. 1)。人間が手で触っても絶
対にわからない差だ。これはアメリカ海軍が
行った実験で明らかになった[1] 。イルカは訓
練すれば人間に区別できたかどうかを報告す
ることができるので，こうしたことが明らか
になった。そればかりか，材質や形まで弁別
できることが示されている。

ＯＫ！
いつものやつだ

上から見た円筒

なんかちょっと
薄いぞ

厚みが0.3 mmだけ薄い円筒

Fig. 1 Target discrimination by finless porpoises
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10

10

11

11

12

12

Depth [m]

イルカを真似たソナーで魚を数える

この能力が人間の手に入ったら，どんなに
素晴らしいだろう。魚の量だけでなく，太り
具合や種類がわかれば，漁業資源管理にはと
ても役立つはずだ。
イルカのソナーの秘密は，
その短い音波にある。50 マイクロ秒しか続か
ないので，海の中でも音の長さは 8 cm 程度で
ある。つまり，とても近い 2 尾の魚からのこ
だまを簡単に区別できる。
原理がわかっていても，こうした短い音を
しかも高出力で出す装置がこれまでなかった。
ところが近年，こうした能力をもつイルカ型
の送受信器が開発された。水産総合研究セン
ターではこの装置を用いて，館山湾で停止し
た調査船の下を通り過ぎたカタクチイワシの

深さ(m)
Depth [m]

2

Fig. 2 Transducer of the dolphin mimetic sonar
(left) and the stereo underwater camera (right).
Underwater images were used to confirm species.

13

14

13

14

イルカ型ソナー

従来型ソナー

Fig. 3 A school of Japanese anchovy observed by
the dolphin mimetic sonar (left) and conventional
sonar (right). The dolphin mimetic sonar had very
high spatial resolution to discriminate each fish.
The abscissa indicates serial number of pings.

りつける(Fig. 5)。漁船ならば魚のいるところ
を，貨物船や客船ならば，同じ場所を決まっ
た時刻に行ったり来たりする。いずれも理想
的な観測プラットフォームである。得られた
水産資源の情報は小型ハードディスクに記録
し，港に入ったときに無線 LAN で収集する。
船には小型 GPS を取り付け，船位のログも送
信すれば，いつどこのどの深さになにがいた
のかがデータベースに蓄積されるだろう。ま
るでアメダスの画像で雨の降り方がわかるよ
うに，クリックすれば日本の周辺の水産資源
の三次元分布が日に日に更新されていく未来
は、もうすぐそこまで来ている。

Fig. 4 A direct count method of the number of
fish in a school using the broadband split beam
system. Very high spatial resolution of this
system enabled to identify each trace of fish
movement.

3

水産資源の自動観測網構想

魚の動きを見る
①GPSにより自船
の位置情報を取得

イルカ型ソナーの高い空間分解能を利用す
ると、魚の個々の動きを見ることができる。
４つの耳をもつスプリットビームシステムに
より反射音源つまり魚の方位角度がわかる。
さらに音波の受信遅れ時間から距離を知るこ
とができる[2]。音響探索は一秒間に５回以上
行うため、これらをつなぎあわせると一尾一
尾の魚の動きがわかる(Fig.5)。

スタート

③データベースに登録。海洋の
資源や環境情報が集積される

ゴール!

②自動判別資源
データを蓄積

Fig. 6 An idea of the automatic marine resource
monitoring system.
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Fig. 5 Movements of individual fish in a
school of Japanese anchovy,
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海のアメダス

これらのシステムを組み合わせることで，
高い解像度をもち，広域リアルタイムで水産
資源を観測するシステムをつくることができ
ると考えている。
対象判別機能を持った音響装置を船舶にと
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音響カメラによる水産生物行動の観察
(独)水産総合研究センター

日本海区水産研究所

本多直人

超音波を用いて水中の観察対象を画像化する装置の中で、特に高解像かつ高フレーム
レートのイメージングソナーは、
「音響カメラ」と呼ばれている。代表的な機器が、Sound
Metrics 社の DIDSON（Dual-frequency IDentification SONar）である。DIDSON は
通常の光学式カメラのようにレンズを用いて焦点の調節をすることで、明瞭な映像を出
力可能である。標準仕様機の観察可能距離は 12m（1.8MHz）または 40m（1.1MHz）
で、最大 21 フレーム/秒の滑らかな動画を記録できる。DIDSON はもともと港湾施設
等の保安用途を目的とした機器であるが、暗闇や濁水中でも生物に光刺激を与えること
なく観察可能な利点などが注目され、近年は水産分野にも用途が広まりつつある。本講
演では、音響カメラ DIDSON を用いて水産生物を観察したいくつかの例を、動画を交
えて紹介する。
・

遡上魚類の計数

初めて水産分野に音響カメラが導入された例は、魚類の計数用途である。海外では、
河川を遡上するサケマスの計数や、魚道や発電所内の水路を通過する魚類の計数調査に
多くの音響カメラが用いられており、国内でもサケ類や稚アユなどの計数用途として音
響カメラが使われ始めている。
・ 水中生物の分布調査
魚探などと異なり、音響カメラでは対象物の形状や動き方によっても生物種の識別が
可能であり、体長計測も容易であるため、生物の分布を調べる装置としても用いられて
いる。得られる映像は動画であるので、個体毎の大きさだけでなく、遊泳パターンの違
いなども魚種識別の基準にできる。従来の超音波機器での識別が困難なクラゲ類も、見
た目の形状で識別できる。解像度が高いため、海底面を遊泳する魚も視認可能である。
漁礁に螺集する魚類の分布調査にも使用されている。
・ 漁具および対漁具行動の観察
夜間や濁水中において漁具や生物の対漁具行動を観察するためには、光学式カメラよ
りも音響カメラの方が有利である。トロール網の通過跡や巻き上げる砂煙の観察による
漁具性能の評価や、魚類の逃避行動の観察などに用いられている。ひき縄漁具では、操
業中の漁具形状や魚の釣獲過程を把握するためにも用いられている。かご漁具や定置網
の入口に音響カメラを設置して、生物の入網時間帯や入網深度などを調べる用途にも使
われている。
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・ 水槽内での行動観察
水槽内で実験的に照度や濁度を変化させて生物行動を調べたり、集魚灯の効果を調べ
たりする場合にも、音響カメラによる観察は適している。小型 FRP 水槽中では水槽壁
面による反射波の干渉は少なく、籠の中で魚が胸鰭を動かすような行動までもが観察で
きた。コンクリート水槽中に 2 台の音響カメラを設置して魚の遊泳行動を立体的に把握
した場合も、干渉ノイズは少なく、良好な映像が立体的に得られた。近年は、音響カメ
ラの音響ビームを狭い範囲に集中させて、魚体の内部の 3D 画像を得る手法も開発され
ている。
・ 水産業の現場における活用
漁獲されたマグロを洋上で生簀に取り込む際や畜養生簀への移し替え時には、尾数を
迅速に把握する必要があるため、音響カメラの計数機能の適用が期待されている。また、
資源管理のために魚体長を適切に把握する用途としても検討されており、計測用ソフト
ウェアも改良されつつある。まだ実用性に課題が残されてはいるものの、国内の養殖場
でも成長管理、計数や死亡個体の確認等に、音響カメラの適用が検討されている。
以上のように音響カメラは水産分野に活用され始めてきたとはいえ、まだまだ日本で
は普及には至っていない。ただし、潜在的な需用はとても多いと考えられる。将来的に
は研究用途だけでなく、漁業者が獲物の探索や定置網に入る魚の監視に利用したり、遊
漁業者が釣船等に装備することで集客効果を高めたりするなどで、既存の超音波機器の
ように広く普及する可能性は十分にある。また、近年被害が増えつつあるクラゲ類の観
察にも有効であるので、発電所等の取水口におけるクラゲ監視装置としての応用なども
今後期待される。
今回紹介したもの以外にも、DIDSON のメーカーのホームページには様々な水中生
物の撮影例が動画で掲載されているのでご参照いただきたい。

エチゼンクラゲの観察例
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平成 23 年度水産工学関係研究開発推進会議
水産業システム研究部会・漁業生産技術部会合同部会
漁業・養殖業の生産性向上のための水産生物行動の工学的観察手法
日

時：平成２３年１２月６日 １３：００－１７：００

場

所：農林水産省共済組合 南青山会館 大会議室
〒107-0062 東京都港区青山５－７－１０

会議次第：
１．開 会
２．挨 拶

13:00
津端英樹 水産工学研究所長

13:00 - 13:05

３．主旨説明 渡部俊広 水産業システム研究センター長

13:05 - 13:15

４．講 演
13:15 - 13:35

・スルメイカの釣獲状況の連続モニタリング手法の開発

四方崇文（石川県水産総合センター）・高山剛（水産工学研究所）
13:35 – 13:55

・超音波発信器を用いたサクラマスの降海と遡上行動の追跡

大熊一正（北海道区水産研究所）
13:55 - 14:15

・アーカイバルタグを利用した魚類の行動研究

長谷川英一（水産工学研究所）
14:15 - 14:35

・漁業・養殖業のための水中映像遠隔監視システムについて

秋山清二（東京海洋大学）
—

休 憩 —

14:35 - 14:50

・未利用資源を対象とした音響手法による魚群の行動性状計測
14:50 - 15:10

－日本海産キュウリエソを対象として―

濱野明（水産大学校）
・新・陽光丸に搭載されたマルチビーム魚群探知機の紹介と今後の展望

15:10 - 15:30

安部幸樹（水産工学研究所）
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・広帯域スプリットビームソナーによる魚群の尾数計測と行動軌跡

15:30 - 15:50

赤松友成・今泉智人・安部幸樹（水産工学研究所）・伊
藤雅紀・松尾行雄（東北学院大学）
・王勇・小河慎二・西森靖（古野電気）
15:50 - 16:10

・音響カメラによる水産生物行動の観察

本多直人（日本海区水産研究所）
５．総合討論

16:10 - 16:55

６．閉会の辞 宮野鼻洋一 漁業生産工学部長

16:55 - 17:00
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平成２３年度水産工学関係研究開発推進会議
水産業システム研究部会・漁業生産技術部会合同部会
～

漁業・養殖業の生産性向上のための水産生物行動の工学的観察手法 ～
（質疑応答）

１．スルメイカの釣獲状況の連続モニタリング手法の開発
石川県水産総合研究センター海洋資源部 四方専門研究員
・ LED とメタルハライド灯はどちらの方がイカが釣れるのか？
→東京海洋大の稲田先生に．
・ LED で低照度域は作れるのか？
→作ることは出来る．
片舷だけ点ける，前だけ点けるなど．
・ 資源調査には本手法は使えるのか？
→まずは機械の技術の高度化が必要．
漁業者の了解を得られれば装置の普及次第使える．
２．超音波発信器を用いたサクラマスの降海と遡上行動の追跡
北海道区水産研究所さけます資源部繁殖保全グループ 大熊グループ長
・ ロガーをはずすような行動は見られなかったか？
→見られなかった．こすったりすることもなかった．
・ ピンガの最も小さいサイズは？
→HP で確認
・ ピンガを取り付けた魚の最も小さいサイズは？
→ギンザケのスモルトくらいのサイズ．
今回 Min.FL=13cm
・ スモルトの体内にピンガを入れる影響は？
→死んだ個体もあったが，それは除去した．
遊泳できるものだけで実験を行った．
・ POST の受信機は何台くらいあるのか？
→400 台．
３．アーカイバルタグを利用した魚類の行動研究
水産工学研究所エネルギー利用技術グループ 長谷川グループ長
・ 月齢でサケの行動は変わるのか？
23

→母川への帰川速度が変わる．
４．漁業・養殖業のための水中映像遠隔監視システムについて
東京海洋大学海洋科学部 秋山准教授
・ ブリが網から出て行かないのはなぜか？
→磯魚は小回りが利くが，回遊魚は細かい遊泳が出来ないからではないか．
・ 遠隔装置を導入するには（資格等）？
→前半の話：業務利用は出来ない．
後半の話：免許等不要．
・ 海が荒れてアンテナが揺れるとどうなる？
→ノイズが出る．コマ落ちする．
その場合は，陸上側で利得をかせぐ．
・ 中継局と海上局の電源はどうしているのか？
→中継局：陸上電源
海上局：ガソリン
５．未利用資源を対象とした音響手法による魚群の行動性状計測
-日本海産キュウリエソを対象として水産大学校海洋生産管理学科 濱野教授
・ 水深別に採集できるのか？
→ねらった水深を安定して曳くことが出来る．
・ 急に沈下と SV 値の減少の違いはなにか？
→高密度に分布しなくなり，SV 値が低下する．
沈下していくときは，バラけて沈下していく．
・ 上昇，下降で姿勢角が違うから SV 値が変化するのか？
→船下に群れとしているかどうかが一番重要．
・ 昔の群れが消えるのは機械の進歩なのか？
→そうではない．
・ SV 値が低下後，高くなるのはなぜ？
→群れが下の方に降りていくと数多くの個体をビーム内でキャッチできるため．
・ ネットの 3 と 4 の間で上昇せずにとどまっている個体がいるのはなぜ？
→キュウリエソは表層まで上っていく中で，一部が残るタイプだから．
６．新・陽光丸に搭載されたマルチビーム魚群探知機の紹介と今後の展望
水産工学研究所水産情報工学グループ 安部主任研究員
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・ 実際の魚群のデータはないのか？
→今回はなし．
・ 3 次元のデータについて，なぜ横からの図が切れるのか？
→補完をしてないから．
７．広域帯スプリットビームソナーによる魚群の尾数計測と行動軌跡
水産工学研究所水産情報工学グループ 赤松主幹研究員
・ 漁業への利用は？
→シラス（高周波），アジ（低周波）
，これらを一度に見ることができる．
今後は，普及させる技術開発が必要になってくる．
・ ノイズの問題はどうなのか？
→パルス圧縮技術を用いる．
・ 到達距離はどれくらいあるのか？
→大陸棚はカバーしたい．
・ 種間の差と体格の差についてはどうするのか？
→浮き袋があるかないかの影響が大きいため，そこを利用していく．
８．音響カメラによる水産生物行動の観察
日本海区水産研究所資源環境部海洋動態グループ 本多主任研究員
・ 船上や海に設置しているが，電源はどうしているのか？
→カヌーの中に車用バッテリーを 1 台（パソコン＋カメラ：20 時間起動）
音響カメラの消費電力は最大で 30W 程度．
・ ウニやカニなどの内部（身入り）の判断はできるのか？
→可能．
・ 小型のカタクチイワシの数は数えられるのか？
（密集したり，重なったりしている体長 5cm 程度のもの）
→可能．
ビームを狭めれば狭い範囲を見ることが出来る．
・値段とレンジはどれほどか？
→1400～1500 万円．今後安くなると思われる．
レンジは測るもの次第．
低周波：40m, 横幅：30°
高周波：12m, 横幅：30°
９．総合討論
水産工学研究所エネルギー利用技術グループ 長谷川グループ長
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・ ポップアップタグ，ピンガの縮小希望．
・ 魚の周りの環境データも取りたい．
・ 音響機器で魚の行動を観察したい．
・ 表層の魚を見たい．昔の研究では海底側から魚探をうっていた．
→水産工学研究所水産情報工学グループ 安部主任研究員
サンマなどのごくごく表層の魚はやはり厳しい．
MS70 なら可能かもしれない．
石川県水産総合研究センター海洋資源部 四方専門研究員
・ 近年は魚探やソナーのデータを収録できるようになった．
・ 船の周りだけでなく，少し離れた所の観察もできるようになった．
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