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1. はじめに 

 海鷹丸第 15 次遠洋航海で､計量魚群探知機

を用いて魚群、海底の形状などのエコーを観測

することができた。計量魚群探知機で得られた

データはエコーグラムとして表示され、さまざ

まな情報を含み、実際に漁獲したものと比較す

ることや、その情報を用いて実海域における資

源量の算出を行い、資源量調査として役立てる

ことが可能である。本実習では計量魚群探知機

から得られたデータを元に、①各寄港地におけ

る海底底質調査②鮪延縄実習における漁場調

査③南氷洋における調査を行った。 

 

2. 計量魚群探知機 

 計量魚群探知機(KAIJO KFC-3000)とは､原理 

は通常の魚群探知機と大きく変わらないが、す

べてが定量化されていて､魚のエコーの強さを

分布密度的に変換するための処理などが可能

である。計量魚群探知機では、電気パルスを音

響信号に変換し､魚(群)からのエコーを増幅し

たあとに結果を定量的なエコーグラムとして

表示し、データをファイルに保存したりするこ

とができる。 

 

3. 各寄港地における海底底質調査 

(1) 目的 

 計量魚群探知機で得ることができた海底底

質のエコーグラムと、海図に記載されている海

底底質を比較することによって、底質の違いが

どのようなエコーを示すか、また反射強度の違

いはどの程度であるかを知ることを目的とし

た。この調査は、航行及び錨泊する際に必要な、

海底底質の情報を把握することを目的として

いる。 
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(2) 解析方法 

入港、及び出港時の航跡を、海図に記載され

ている底質データと、計量魚群探知機で得られ

たエコーグラムと照らし合わせて、比較検討し

た。 

海底の底質によって､反射強度は異なること

が知られている。Fig.5.8-1 は異なる底質ごと

の海底における音波散乱特性である。横軸は入

射余角、横軸は海底面積散乱強度である。この

海底面積散乱強度の差(dB 値の差)を参考にし

て、底質の変化を読み取り、解析を行った。海

図に記載されている底質は、R:岩、S:砂、M：

泥、G：礫、sh:貝、及び f:細かい、c:粗い、

である。 

 
Fig.5.8-1 Area Scattering Strength of bottom materials 

(3) 結果 

① Toamasina(12 月 20 日入港) 

 入港直前まで水深は深く、トアマシナ港から

5NM 離れた位置で急激な水深の上昇が確認で

きた（Fig.5.8-2）。Fig.5.8-3 では三次エコー

が現れていたが､徐々に二次エコーが弱まり、

三次エコーが消えつつある箇所を確認できた。

海図からでは SM から M へ変化していた位置で

あった。このエコーの dB 値を測定したところ､

二次エコーが強く出ているところでは-48、三

次エコーが消えかかっているところでは-58

で、その差は 10dB であった。 

 

Fig.5.8-2 Echo of bottom 
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Fig.5.8-3 Change of the third echo 

 

② Cape Town(1 月 31 日出航) 

ケープタウン出港時では、急に二次エコーが

強く現れた箇所があった(Fig.5.8-4)。ここで

のdB値の値は-41と-32で、差は9dBであった。

海図には S としか記載されていなかったが､底

質の変化が見られた。 

 

Fig.5.8-4 Change of the third echo 

 

③ Fremantle(2 月 25 日入港) 

 Fig.5.8-5 では三次エコーが次第に弱くな

っているのが確認できた。海図では、底質が

fSsh から fS に変化していたので、海底の上昇

と供に底質が変化していたのではないかと思

われる。ここでの dB 値は-29 と-38 であり、差

は 9dB であった。Fig.5.8-6 では、Fig.5.8-5

とは逆に三次エコーが徐々に強くなっている

のが確認できた。海図では、fS から cSsh の変

化していた位置であった。 

 

 

Fig.5.8-5 Change of the third echo 

 

Fig.5.8-6 Change of the third echo 

④ Melborne(2 月 20 日入港) 

 メルボルン入港では、入り江に入る前と後で

は海底の形状に違いがあった。Fig.5.8-7 は入

り江直前の海底のエコーを示したもので、きれ

いな三重のエコーがでていた。Fig.5-8-8 は入

り江内で確認された海底であり､大きく深度が

変化していた。Fig.5.8-9 では四次エコーまで

確認することができた。海図では、ここでの底

質は fSsh であったので、強いエコーが得られ

たのだと考えられる。 

 

Fig.5.8-7 Echo of Bottom 

Fig.5.8-8 Echo of Bottom 

 

Fig.5.8-9 The fourth echo 
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(4) 考察 

の変移に伴って、エコーの現れ方が

か測定し

 鮪延縄漁業実習における漁場調査 

は、2004 年 12 月 2 日から 10 日の

単体エコーと呼

Current Profiler)

での計測対象は、単体マグロ、

(3) 結果と考察 

単体エコー、及び群体エコー

 海底底質

異なり、反射強度にも差があった。今回の測定

では、9～10dB の差で底質の変移が現れたが、

Fig.5.8-1の dB差の値より小さい値となった。

これは、底質が単一の種類で構成されているの

ではなく、異なる種類の底質が入り混じって存

在していたからだと考えられる。 

 今回の解析では、単一の周波数でし

ていないが、異なる周波数を用いることや､深

度別に測定ことによって、海底底質におけるよ

り詳細なデータがえられるのではないかと思

う。 

 

4.

(1) 目的 

 本航海で

間、インド洋において鮪延縄実習行った。この

操業中、計量魚群探知機から得られたエコーと

実施海域で実際に漁獲されたものを比較検討

すること、また海洋生物の分布状況に関する情

報を得ることを目的とした。 

① 単体エコーと群体エコー 

 魚一尾などからのエコーは

ばれ、複数の生物や魚からのエコーは、群体エ

コーと呼ばれる。単体エコーは Fig.5.8-11 に

示すように、エコーグラムでは三日月型のエコ

ーとして見ることができる。魚と船の相対速度

の大小、魚のビームに対しての遊泳方向などに

よって、三日月の形は変わる。この単体エコー

の形状や、その魚の TS などの情報を得ること

で魚種の検討することができる。 

② DLS(プランクトン)層 

 ADCP(Acoustic Doppler 

などはプランクトン散乱を応用して､散乱派に

含まれるドップラー効果を抽出して流速を測

る。DLS 層からは流速や船速を測定するなど､

さまざまな計測が可能である。また、DLS 層は

日没後には表層に位置し、明け方には深部に下

降することが知られている。この DLS 層の分布

の変化はプランクトンを餌とする魚の水深に

も影響する。よって、計量魚群探知機で DLS

層のエコーの変化をみることは、実海域での漁

業では大いに役に立つ。 

 (2) 解析方法 

 計量魚群探知機

DSL 層、延縄にかかるマグロ以外の生物、マグ

ロの餌となる魚群の４つとした。投縄開始から

揚縄終了まで（約 13 時間）のデータを周波数

38kHz で収録し、単体魚や魚群の反射エコー数

を計測した。また、解析ソフト Echoview 

(Sonardata 社製)を用いて、単体エコーの TS

を測定した。 

 

 操業中に明瞭な

を得ることができた。単体エコーのエコーグラ

ムを Fig.5.8-11、群体エコーのエコーグラム

を Fig5.8-.12,13 に示した。単体エコーではき

れいな三日月型のエコーが現れている。 

 

Fig.5.8-11 Single echo 

 

Fig.5.8-12 Multiple echo 

 

Fig.5.8-13 Multiple echo 
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また、DLS るエコーも

得

Echoviewによって測定した最大TSの数値を

任

コーと群体エコー

層の分布の変移が分か

ることができた。Fig.5.8-14 は日没時に現

れたエコーであり、DLS 層が海面近くまで浮上

しているのが確認できた。また、Fig.5.8-15

は明け方に見られたエコーであり、DLS 層が下

降しているのが確認できた。 

 

 

Fig.5.8-14 Echo of DLS region (at dusk) 

 

Fig.5.9-15 Echo of DLS region (at dawn) 

 

意に、S(-50dB 以下),M(-50dB 以上-40dB 未

満) ,L(-40dB 以上)に分類し、横軸に分類した

サイズごとの数を、縦軸に深度を 0m～100m、

100m～200m、200m～300m の 3 つに分けたもの

を Fig.5.8-16 に示した。 

 各操業日における単体エ

の数、及びそのエコーの深度を測定し、

Fig.5.8-17 に、横軸に各エコーを出現ごとに

番号付けたもの、縦軸にその深度をプロットし

たものを示す。また、操業を行った日にちごと

に線で区切り、横軸の上部に日数を記入した。

ただし､操業二日目は単体エコーを確認できな

かったので省略した。 
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Fig.5.8-16 Depth of single echo classified into three 

sizes 
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Fig.5.8-17 Depth of single echo and multiple echo 

 

Fig.5.8-16 より、単体エコーは 200m～300m

の間に最も多く現れた。サイズ別では 0～100m、

200m～300m では、S より ML のほうが多く見ら

れたが、ML の比率はあまりかわらなかった。

また、100m～200m の間では、Lが大半であった。

このことから､単体エコーは水深が深いほど多

くのエコーが確認されたが，深度とサイズの関

係を決定するのは難しいと考えられる。 

 Fig.5.8-17から､操業1日目は単体エコーが

群体エコーに比べて深い位置で多く確認され

た。この理由の詳細は不明だが、海域や潮流に

関係しているのではないかと考えられる。 

2 日目以降では、単体エコーと群体エコーの

水深の分布の差ははっきりと区別されず、分散

していた結果となった。しかし、群れを形成し

ている鮪の餌となる魚群を追って鮪が活動し

ていると考えると､単体エコーと群体エコーの

水深の違いに差は大きく現れないのではない

かと考えることができる。 

1 日目の結果は、群体エコーが多く現れた水深

に、魚群の餌となる動物プランクトンなどが多

く存在していたのではないかと考えられる。 
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Fig.5.8-18 The number of single echo and tuna 

Fig.5.8-18 は、単体エコーと漁獲された鮪

の数を操業日ごとに示したものである。今回の

操業では、エコーと実際に漁獲された鮪のデー

タと強い関連性は得ることができなかった。 

以上の結果から、前もって操業の海域の状態、

プランクトンの分布を認識して、その後適当な

水深で操業を行うことが必要なのではないか。

また､計量魚群探知機を利用して、広範囲にわ

たって資源量の測定を行い、より詳細な海域の

データと結果が得られれば、漁場の特定に役立

てることが可能であると考えられる。 

 

5. 南氷洋における調査 

(1) 目的 

 今回調査対象となっているナンキョクオキ

アミは、食物連鎖上、下層部に位置している

（Fig.5.8-19）。このナンキョクオキアミの資

源量を測定することは、オキアミの資源量だけ

ではなく、ナンキョクオキアミを餌とする鯨類

や魚類の資源量を推測することが可能となる。

ナンキョクオキアミの資源量を測定するため

には､ナンキョクオキアミの平均 TS の値や、

SV(体積散乱強度)を知る必要がある。しかし、

オキアミの TS 関しては測定が難しいのが現状

である。よって、本航海では自然状態における

南極オキアミのTS及びSVのデータを得て解析

することを目的とした。  

 また、エコーの波形のスペクトルや､複数周

波数の SV の違いなどから､生物種を識別する

ことが必要であるので、ナンキョクオキアミと

サルパなどが混在する海域でエコーを収集し、

生物識別を行うことを目的とした。 

 

 

 

Fig.5.8-19 Food chain 

① 南氷洋の生物 

 ナンキョクオキアミは、上記したようにさま

ざまな生物の餌となり､南氷洋に多く存在して

いる。ナンキョクオキアミの分布の南限は南緯

50°～60°の南極収束線、北限は南緯 40°で

あり、昼間は主に 100m～250m の間に生息し、

夜間は表面近くまで浮上することが報告され

ている。また、南氷洋にはナンキョクオキアミ

のほかにサルパやハダカイワシなどが生息し

て主に鳥類に捕食されている。Fig.5.8-20 は

水産庁の観測船である開洋丸の計量魚群探知

機で測定されたナンキョクオキアミとハダカ

イワシの分布をしめしたエコーグラムである。

この図からナンキョクオキアミとハダカイワ

シは深度による棲み分けを行っていると思わ

れる。 

 

Fig.5.8-20 Echo of krill and lantern fish ranging 

over Antarctic Ocean 

(2) 解析方法 

  計量魚群探知機で測定されたエコーを解析

ソフトEchoviewを用いてオキアミのSVを測定

した。平均 TS は既成データを用いて解析を行

った。RMT 及びネットを行った海域で実際に採

取できたナンキョクオキアミの数と比較検討

した。 
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(3) 結果と考察 
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 調査中、Fig.5.8-21 のようなオキアミと思

われるエコーを多く観測することができた。主

に 100m より浅い水域で確認された。 

 
Fig.5.8-21 Echo of Antarctic krills 

Fig5.8-22 はネット調査を行ったときの、ナ

ンキョクオキアミの分布密度を測定した値と､

実際に採れたオキアミの数を観測場所ごとに

示したものである。Station1 では多くのオキ

アミが採取され、また､分布密度も高かった。

Station1 とその他の Station は経度差が 10°

あったので､Station1 では、オキアミの資源量

が多い海域だったのではないかと考えられる。         

自然状態での TS のデータ及び生物種識別の

データは解析中である。 
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Fig.5.8-22 Distribution density and The number of krills 

 

(4) その他の生物 

最後に、オキアミ以外の生物のエコーを

Fig.5.8-23～26 に載せた。Fig.5.8-23,24 は鯨

類と思われるものであり、Fig.5.8-23 では急

浮上している様子が分かる。Fig.5.8-24 では

エコーがみられた直後に実際に鯨を確認でき

た。Fig.5.8-25 はコペポーダとジェリーフィ

ッシュのエコーである。Fig.5.8-26 はハダカ

イワシのエコーである。残念ながら、

Fig.5.8-26 からはオキアミとハダカイワシの

棲み分けを確認することはできなかった。 

 
Fig.5.9-23 Echo of a whale 

 
Fig.5.9-24  Echo of a whale  

 
Fig.5.9-25 Echo of and Jellyfishes 

 
Fig.5.9-26 Echo of lantern fish 
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