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5.8 計量魚群探知機による調査記録 

Note on the Quantitative Echo Sounder date 

ＯＲＩＩ Ｒｅｉｋｏ  ＡＭＡＫＡＳＵ Ｋａｚｕｏ 

 

 

１．はじめに 

海鷹丸第９次遠洋航海で、計量魚群探知機による様々な

調査を行なった。調査内容は、①各寄港地の入港時におけ

る海底底質調査、②鮪延縄漁業実習における漁場調査、③

南氷洋における調査である。 

 

２．計量魚群探知機 

計量魚群探知機（KAIJO KFC-3000）とは、原理的には

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

めの処理などができるようになっている。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

表示したり、データをファイルに保存したりする。 

 

３．各寄港地における海底底質調査  

（１）目的 

①アンカーを打つ際に必要な底質情報を得、計量魚群探

知機を使用して底質特徴に関する情報を得ること。海底の

質が分かれば、アンカーを打つ際の助けとなる。 

②多数の魚種が混在する海域での音響水産資源調査では、

魚種識別が必要となる。識別するための一情報として、底

質は重要である。 

（２）方法 

計量魚群探知機（38kHz）を使用し、エコーグラムから

わかる底質の変化と、海図に記された底質との比較、検証

を行なった。 

魚探のデータから、入港時の航跡図を描き、それを参考に

海図から底質を調べた。海図上では底質が変わった時、計

量魚探ではその変化があるか（またはその逆）どうかを検

証した。 

（３）結果 

①タイ（12 月 11 日入港） 

海底質の違いによりエコーグラムの出方が異なっていた。

泥といっても質の違う泥、堆積の仕方が異なるなど複雑で

あるので、判別は難しい。fs の海底の第二エコーは高周波

なほど強い反応を示していた。38kHz において、海底エコ

ーは M のほうが fs よりも強い反応を示す。高周波になるほ

ど反応は弱くなっていた。 

②モーリシャス（12 月 31 日入港） 
Fig.1に見られるように、Cs から M に変わるところあたり

で、第二エコーに変化が見られた。Cｓまでは第二エコーが

三重にある。海図では底質が M（泥）に変わっているので、

第二エコーが発生しなくなったと推測できる。 

 

Fig.1 Change in second echo (Mauritius) 

 

また、Fig.2のように、入港直前になって、第二エコーが薄

くなっていた。 

 

Fig.2 Change of second echo in port (Mauritius) 

 

③フリーマントル（1 月 18 日入港） 

海図での初めの底質である、ＣｙとＳとＳｈから、ｆｓ

とＳｈに移行する途中で、第二エコーが強くなり、その後

弱くなっている。Fig.3に示されているように、ｆｓとＳｈに

なったあたりで、第二エコーが断続的に見られる。 
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Fig.3 Change of the echo (Cy, S ,Sh to fs, Sh (Fremantle) ) 

④ホバート（2 月 12 日入港） 

パイロット乗船後周辺は、海図に底質が出ていないが、

Fig.4に示されているように、第二エコーが三重まで出て、し

かも強い。その後、Ｓ、Ｓｈあたりまでは第二エコーが二

重表示されていた。 

 
Fig.4 Second echo and third echo (Hobart) 

 

途中、Fig.5に示されるように、エコーの急激な落ち込みが

見られた。理由は不明である。 

 
Fig.5 A sudden inclination of echo (Hobart) 

 

⑤ビューティポイント（2 月 16 日入港） 

チャート上では底質が記されていなかったが、海底のエ

コーでは違いがみられた。海底の第二エコーは、Fig.6のよう

に、三重の縞模様の様であった。しかし、着岸直前からそ

のようなエコーは見られなくなった。Fig．７ 

 

Fig.6 Strong second echo (Beauty point) 

 

 

Fig.7 Convergence of second echo (Beauty point) 

 

底質が何であるかは不明であるが，明らかに底質が異な

ることがわかった。推測であるが，第二エコーが強く出て

いることから，最初の海底は岩や石のようなもので，後に

砂地などに変わったのではないかと思われる。 

⑥ヌーメア（2 月 24 日入港） 
Fig.8に示すように、海図での底質が、ＷからＳとＣｏに変

わるあたりで、第二エコーが薄くなっている。 

 

Fig.8 Change of second echo (change to W,S,Co 

(Noumea) ) 

 

S とＣｏになると、さらに薄くなり、S と M とｂｋとＳ

ｈになるところで、Fig.9のように再び濃くなる。第一エコー

も第二エコーも濃い。４種類も底質が混在しているからだ

ろうか？ 
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Fig.9 Change of second echo (change to S,M,bk,Sh 

(Noumea) ) 

 

Fig.10 のように、ＳｏとＭとＳｈになるあたり、薄くな

る。混在しているが薄くなっているのは、底質によると思

われる。 

 

Fig.10 Change of second echo (change to So,M,Sh 

(Noumea) ) 

 

４．鮪延縄漁業実習における漁場調査  

４－１．目的 

本航海において 2002 年 12 月 21 日から 27 日に行なわれ

た、マグロ延縄漁業実習の実施海域における海洋生物の分

布状況等に関する情報を得ることを目的とした。 

４－２．方法 

投縄開始から終了までのデータを周波数38kHzで収録し

た。解析ソフト Echoview（Sonardata 社製）などにより、

単体魚や魚群の反応数と分布深度を調べた。さらに漁獲物

等のデータより，確認されたエコーがどのような海洋生物

からのものであるか，特にマグロ類に注目した推測を行な

った。 

４－３．結果 

（１）単体魚及び魚群の反応数とその分布深度について 

魚１尾などからのエコーは単体エコーと呼ばれ、複数の

生物や魚群からのエコーは、群体エコーと呼ばれる。各操

業日における単体エコー及び群体エコーの数と深度を集計

し、各エコーに日付順で番号を付け、その深度をグラフに

したものを Fig.11に示す。確認した単体エコーは深い方に多

く、群体エコーは浅い方に見られた。 
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Fig．11 Depth of single echo and multiple echo 

 
（２）漁獲物，エコーから推測される海洋生物について 

 エコーの深度と、各操業日における漁獲物データ、水温、

深度計のデータから、エコーがマグロであるかどうかの推

測を行なった。Fig.12 に示す、操業第 6 回目（12 月26 日）

に得られたエコーに注目した。これらをマグロ類であると

推測した。 

 

 

Fig.12 Echo (12／26,2002) 

 
26 日のマグロ類の漁獲物データを見ると、そのほとんど

が死んでいたので、投縄してから早い時間にかかったもの

と思われる。これらのエコーは投縄時に確認されたものな

ので、漁獲されたマグロ類であった可能性が高いと推測で

きる。また、このエコーの深度はほぼ深度計の値と一致し

ていることからも漁獲されたマグロである可能性は高い。 

しかし、単体エコーに見られるような形状ではない。単体

エコーであるか群体エコーであるか、また、そのエコー強

度に関する検討は十分に行っていないので、マグロと推測

するには信頼性が乏しいが、少なくともイワシのような群

れをなす魚とは違ったエコーである。群体エコーらしいも

のは、餌生物の群れかもしれない。 

４－４．結論 

 単体エコーと群体エコーの深度に違いがあることがわか

った。 

12 月 26 日のエコーがマグロであると思われるが、より

信頼性を高めるには，より細かい解析と検討が必要である。
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今回のデータと漁獲データに強い関連性は見られなかった。

今回の結果では、投縄時にだけ魚がかかるとは到底思えな

い。マグロ類は回遊するので、マグロ類に的を絞った調査

を行なうには、投縄後のデータも考える必要がある。ボン

デンに計量魚群探知機を装備するなど、調査には工夫が必

要であると思われる。 

 

５．南氷洋における調査  

南氷洋では、計量魚群探知機によるナンキョクオキアミ

の調査、ナンキョクオキアミのターゲットストレングスの

測定実験、あわせて計量魚群探知機の較正を行なった。 

５－１．計量魚群探知機の較正 

2003 年2 月 3 日、本船は Archipel de Painte Géologie（フ

ラ ン ス 基 地 沖 ） に 錨 泊 し た 。 位 置 は （ 66-38.42S 

139-57.58E）、水温は1.1℃、塩分濃度は 33.6[psu]、音速は

1452.5[m/s]である。錨泊中、較正球を用いて較正を行なっ

た。TR factor が較正を行った結果に得られた値を Table．

1 に示す。 

 

 

 

 

38 kHz  

Date 
TR factor [dB] 

narrow    wide 
α [dB/km] Theoretical TS of standard sphere [dB] 

2003/02/03 60.8 61.6 10.3 -42.1 

 

120 kHz 

Date TR factor [dB] α [dB/km] Theoretical TS of standard sphere [dB] 

2003/02/03 60.3 26.8 -39.8 

 

70 kHz 

Date 
TR factor [dB] 

narrow    wide 
α [dB/km] Theoretical TS of standard sphere [dB] 

2003/02/03  62.0  63.4  18.5  -40.6 

 
Table．1  Results of calibration 

 
５－２．計量魚群探知機によるナンキョクオキアミの調査 

（１）目的 

本船に装備されている計量魚群探知機を使用し、以下の 2

つを目的としたナンキョクオキアミ（オキアミ）の調査を

行った。 

①オキアミ調査のため適切な周波数の検討 

②調査測線に沿った分布状況の定量調査 

（２）方法 

周波数が 38, 70, 120kHz の計量魚探機（KFC-3000, 

KAIJO製）を調査期間中に連続稼動させ、音響データの連

続収録を行った。 

（３）結果 

調査中、Fig.13 のようなオキアミと思われるエコーが多数

観測された。その水深は、主に 100m 以浅で見られた。夜

間は、稚魚ネットで採集することが出来るほど水面近くに

群れていることが多かった。 

 

Fig.13 Echo of Antarctic krill 

 
 
 
５－３．ナンキョクオキアミのターゲットストレングスの

測定実験 

（１）目的 

計量魚群探知機を使用したナンキョクオキアミ（オキア
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ミ）の資源量調査が行われている。資源量を高精度に推定

するためには、オキアミのターゲットストレングス（TS）

が正確な値でなければならない。しかし、その値は変動が

大きく、さらなる研究が必要とされている。そこで、本航

海中に稚魚ネットで採集されたオキアミを用いて、TS の測

定を行った。 

（２）方法 

計測システムを Photo.1に示す。計測システムは、周波数が

70kHz の音響計測システムと、ビデオカメラによる姿勢観

測システムとで構成される。姿勢観測を精確に行い、かつ、

音響計測との同時計測を容易にするために、観測窓が備わ

った小型水槽（1 m×1 m×1 m）を使用した。送受波器は

小型水槽上面に下向きに設置した。 

 

 
Photo.1 measurement system of target strength of 

Antarctic krill 

 

（３）結果 

データは解析中である。 

 

６．感想 

 寄港地の底質に関する調査は、海図の底質表示の変化に

つれてエコーグラムでも変化が見られるところがあり、と

ても興味深く検証ができた。鮪延縄漁場調査では、マグロ

と思われるエコーはあまり確認できなかったものの、投縄

時のデータと漁獲結果が合う日もあった。この二つに関し

ては、更なる調査手法の発展が必要であろう。今後の研究

に期待する。 

 南氷洋の調査では、ナンキョクオキアミという、南氷洋

において非常に重要な資源の調査が出来て、人生的にとて

もよかった。実験の良い結果が出ることを祈っております。 
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