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北大水産業報
32(3)， 272-280. 1981. 

魚群探知機を用いた北海道倶多楽湖におけ~ヒメマスの

資源および生態に聞す~研究

飯田浩これ鈴 木 恒 由 *

An Acoustic Survey for the Estimation of Fish Stocks and Behavior 

of Kokanee (Oncorhynchus nerkαf.αdonis) in Lake Kuttara 

Kohji IIDA * and Tsuneyoshi SUZUKI* 

Abstract 

There are two ways to estimaもefish sωck abundance with acousticもechniquω.
One is色hecounting method by p抗ternre氾ognitionof individu品I貧shecho，品nd
the other is the ir巾 nsityinもegrationmethod of fish school echo. 

We c晶町iedout the b品目icexperiment withもhesimple model to comp晶，reand 
ex晶minethese method自. We thought it would be an ideal condition to do 
experiment on the Kokanee (Onc肘 'hy叫chus叫erkaf.ad仰向)自inceit i自もheonly盆自h
which inh品bitsthe lake Kuttara，品ndalso there品，reno inHow and outflow rivers， 

so the fish abundance does not fluctua品equickly. 
The inv回 tigationwas continued forもwoye紅白， from 1979ω1980 in every 

June， August， October for a week， d品y and night each も，ime. The r回 ults
suggesもthatthey are di自persingne品rthe surface凶 nigh七色ime，and m品kea large 
school in mid w抗er泊 thee乱rlymorning，もhenthe自choolbecomωsm晶H阻.dh晶白色ens
their movement in day time. 

The echo sounder we u日edwas 50 KHz in frequency and the boom angle w品目

460 (half pre日surepoint both angle). Theも，ransducerw闘 placedon the ship's 
side withもhesound axis 450 downward七oもhehorizon七alwhich en品，bledUBもo
detect fish，倒 horizontally.

まえがき

近年，魚群探知機を用いて資源量を推定しようとする試みが，内外で盛んに行われている。その方

法は，分解能を高めて得られる単体魚エコーのパターン認識によるカウンティングと， 魚群エコーの

信号強度を時空間で積分し， それに比例する魚群密度から， 魚群量を推定・するエコーインテグレ{シ

ョンfr.大別される。乙れちは，対象魚種の生態に応じ， 使い分けられなければならないが，最終的に

はその精度が問題であり，そのためには漁獲を含む実験的検証が必要となる。 さらに，その実験はで

きる限り単純で，正確‘かつ実際の漁場で行われる ζ とが望ましい。すなわち， 魚種が判別できる ζ

と，魚群の逸散などによる魚群量の急激な変動がなく， また波浪からの船体動揺による測定系の変動

の少ないことなどである。著者らは， とうした点を考慮して， 北海道倶多楽(クッタラ)湖における，

ヒメマスの生態調査を行うと同時に， 魚群探知機による資源量推定のための基礎的モデル実験を行っ

Tこ。

市北海道大学水産学部漁業測器学講座
(Laboratory of 1附 trumentE.吋 ineeringfor Fishing， Fac'lllty of Fisheries， Hokka似oU純白ersity)
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飯田-鈴木: 魚探機によるヒメマスの資源・生態の研究

なお，倶多楽湖(図 1.a， 1. b)は海抜 257m，面積 4.34km2，最大深度 148mを有するカルデラ湖

で，その形状は，ほI~円形に近く， ごく小さな細流を除くと，流入河川および流出河川はない。した

がって栄養の補給が少なく， 典型的な貧栄養湖に属し， これまでの透明度は最大 23.5mを記録して

いる。水産動物としては，北海道支勿湖から移入されたヒメマスのまぽ単一魚種が生息し1)，地理

的にも，生物学的にも実験条件に恵まれた湖である。

本稿は， ζれまでの魚群探知機による調査結果から，同湖におけるヒメマスの生態を論じ， 資源量

推定や技術的問題点について検討した。

Fig.l晶 Thelocation and the topographic晶I

map of Lake Ku“ara. 

十

Fig. 1 b. The bottom topography of L乱ke
Kut旬ra.

実験装置および観測方法

使用した魚群探知機はポータブル型で，電源は内蔵乾電池，または外部バッテリーによる。周波数

は 50KHz，パルス幅 1msで乾式記録紙を用いている。送受波器は，半減全角が 460
(実測値)のも

のを垂直の他!L，備角 100，200， 300， 450 の斜方向に向けられるように工夫し，実験艇の左舷側水面

下約 1mの所に固定した。実験艇は長さ 5m，幅 1.6mのFRP船で船外機を装備している。魚探記

録は， 記録紙の他， 魚群探知機内部から増幅， 検波後の信号を直接取り出し， アナログ型データレ

コーダに記録した。乙れらのデータは後日，魚探信号収録・処理装置2)，3)を用いて，画像再生及び信

号解析を行った。

観測に先立ち，磁気コンパスと六分儀を用いて湖水地形の測量;を行い，位置の指標ととZるよう， お

およそ湖周を 12等分するように標識を湖岸に設置した。湖水中央部にはブイを浮かべ、 アンカーで

固定した。また，垂直魚探を用いて，湖心を通る多数の縦断コースを航走し， 湖底地形の把握!L努め

た。夜間観測には，各標識に簡易発光灯を付し，実験艇の沸l位に利用した。

船速及び観測コースの選定に当り，魚群の移動速度や水平分布を考慮しなければならないが， 初期

段階では，魚群密度，生態とも未知であったため，自由な船速やコースをとったが， 後tζ観測時間の

短縮，定量的な比較‘視j位のし易さを考え，縦断コース，円形コース，四角形コースを採用した。船

速はなるべく一定になるように走り，標識の出発，到着，通過時刻をもとに，後に計算で求めた。速

すぎると，単体魚像の記録が難しくなるので，特!L，夜間観測はト2m/sで，昼間は 2-3m/sで航送え

した。

また，斜方向魚探を用いる乙とが本調査の特色でもあるが，その導入過程は次の様である。予備調
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査において， 50KHzの垂直魚探を使用したが， ヒメマスの探知頻度が非常に低かった。 ζれを検討

した結果， 1) もともと魚群密度の低いヒメマスが， 比較的表層を遊泳しているために， 垂直魚探の

探知範囲に入る確率が小さいζ と， 2)実験艇が接近する ζ とにより， 下方向の魚群が逃避する可能

性がある，の 2点が考えられたので， ζれらの解決策として，送受波器を斜方向へ向け， 表層の横方

向の探知を行う ζとにし，指向性，湖面反射等を考慮して，最適傭角の選定を行った。送受波器の半

減半角は 230 (図 2.a)であるが，術角を 300 Iとしても，近距離の湖面反射It:， 魚体エコ{がマスク

される乙とがあったので，最終的には術角 45
0
Iと決定した。

さらに，全観測を通じて， ヒメマス単体として認められる記録の最大距離と， 魚群記録のそれから，

実測した指向特性をもとに，それぞれ探知範囲を推測した。すなわち，送波電力を PO，音源から距離

Rの魚体のエネルギー反射率を '1， 送受波器総合指向性利得を b2(o)， 受波器で受波された反射波の

電力を PS とすると，

報業産水大~t 

)
 

----(
 

ζζIt:， βは吸収減衰係数であるが，本実験のような近距離では，一般に無視し得る。今，最大探

知距離Rと，音軸と魚体とのなす角。，との関係を求めるために，送波電力を一定，受信限界電力も

一定とすると， (1)式は，

Ps=PoYP(0)ize-4R 

(2) 

ζれが最大反射率のものと考えられるか

R主k1Y b'(o) 

記録紙上で得た実際の魚体および魚群の最大探知距離から，

ら，したがって (2)式は，

R::k. .;雨 (3)

となり，等反射率物体の探知範囲は，送受波器の音圧指向特性パタ{ンから一義的に求まる(図 2.b， 

2. cl 。ただしん，んは比例定数である。

調査は， 1979-1980年の各6月， 8月， 10月におのおの 1週間の日程で実施された。毎回， 早朝，

日中，夕刻，夜間に観測を行い，記録紙上での目視による，魚像の計数の他， 磁気テープに記録され

た，魚探信号波形の解析により，魚群の大きさを推測した。

、r

、マ
ヤ¥

¥ 
M 

Fig. 2 b， Fig. 2 c. Deもectablearea of fish and貧shschool 
ob旬inedby the仕組sduωr'sdirectivity 
晶ndthe target 的rength.
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飯田 鈴木。 魚探機によるヒメマスの資源生態の研究

魚探記録と考察

単体記録と群体記録について

夜間観測ではz 毎回，単体魚像(図 3.a)を記録した。 通常 1-2m/sの船速では， 多数のいわゆる

コメァト として記録されるが， 5m位の至近距隊では， エコーの重複回数が少ないので， 単体の識別

が困難となる。また，船速を上げると， 槍型から縦棒型となり， 3m/sを越え ると， 層状の記録とな

り， ついに表面残響の中IL見失う乙ともあった。 ζの時の魚探パルスの発射回数;ま 78回毎分であっ

たから，5mの至近距離では わずか 1-2回の探知となり， ζれを説明している。単体魚像はほぼ

20m以内の距離に集中しており図 2.cから， 少なくと も同水深以浅に分布していると考えて差し支

えない。また，魚群探知機の記録密度から， 少なくと も距離分解能(理論値 75cm)以上の間隔で表

層K分散している ζ とがうかがわれる。

次に，群体魚像(図 3.b)であるが， ζれは一般に昼間1<::記録きれ，夜間には記録きれない。 群体

魚像は単体のそれと比べると， 強く， 大きく，特IL距離方向の厚きが大なので， 一見して識別できる。

春夏秋季を通して，その存在が認め られ)50m以浅の中，深層1<::多く見られ，魚群の密度や大きさは，

まちまちであるが，その出現頻度やエコーの強さから， 一般に，早朝はその一つ一つが大きく密に成

群し， 日中1時間が経つにつれて，群は小型化し，その移動速度を速める。 乙の特長は， 秋，j;[，春の

順で著しい。

昼夜間記録について

白石叫仰は， 日光湯ノ湖での調査で， ヒメマスは， 夕方になると沖合から岸寄りに移動して餌を食

べ，そ こで夜を過して朝方にはまた沖合IL退避するとい う日周活動を行う と述べている。 また，日中，

中，深胞にいる魚群が3 餌料となる動物プラ J クトノを追って， 夕方その鮮を解いて， 分散，浮上す

るという一般認識に基ずいて，本湖のヒ メマ スの水平的，垂直的分布および活動状態2 成群状態につ

いて考察した。図 4.a， 4. b， 4. c， 4. dは 1980年6月下旬の魚群分布の日変化を示すもので，早朝 (図

4. a)，湖岸帯K比較的大規模で濃密な群を作っていたヒメマスは， 日中， 40m程の湖底1<::成群し(図

4. b)，タ主1]， 小型群K分れ) 20m付近K頻繁に現れ， 摂餌行!fiIJを行っていると恩われる (図 4.c)。

日没後 (図 4.d)，すでに単体として分散， 浮上し， その分布はz 湖岸だけでなく ， 湖心でも同様IL

Fig. 3 a. Echogmm of the 
typical indiviclllal fish 

echoes. 

Fig. 3 b. Echogmm of the 
もypical 日8h school 
echoes 

。
40 

80 
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12 
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Fig. 4. Diurnal motion of fishes recorded on the echo sounder on June 23， 1980 
a: Echogram in the morning， 0730-0800. 
b: Echogram in the noon， 1130-1230. 
c: Echogram in the evening， 1530-1620 
d: Echogram inもhenight， 2010-2050. 

Fig. 5. Kight time echogram 
obt.ained by crossing 
the lake 、，V1もhvertical 
echo sounder 

認め られた。また， 1979年 10月の垂直魚探を用いた，夜間縦断観測において， 湖心では薄く， 湖岸

で濃い表層散乱層の記録を得ており ，小型の他魚種又は動物プランクトンの水平的な広がりを表わし

ている(図 5)。 しかしながら，夜間のヒメマスの水平分布に偏りを見い出せるほどのデー タは得て

いない。

季節的特徴について

ヒメ マスの生態の季節的特長は， 特lie早朝の成群状況に顕著である。図 6.a， 6. b， 6. cはそれぞれ

1980年の6月，8月，10月の代表的朝型記録であるがz 季節の順に魚群が濃密にな り 大型化し， そ

の数も多くなる。叉，図 6.b， 6. c両方とも，四角形コー スであるが， 図6.aは円形コ ースで得たもの

である。 ζれから見ると その出現水深も 6月には 1O-30mのものが8月κは 20-50m， 10月には

30-80mと深くなり，その分布は湖岸帯から沖合へと移っている。 10月の観m1jlieは。湖岸で産卵行動

をしている多数の成熟したヒ メマスを確認してお り， 産卵生態の手がかり lieなるものと 考えている。

夜間の記録については，春から夏にかげで， 漁獲の影響とみられる単体記録像の減少があった他は，

各季節を通じて， 特K変わらない。

-276ー



80 -H! 

160M"辛ト;

O-;z: 

号.，
- ，令窓

80一九 e

き ηs

-"匙

160M"d: 

O-;" 

， " 

80ーワ:

"々
"‘ 

160-11: Mι 

飯田 鈴木 魚探機によるヒメマスの資源 。生態の研究

Fig. 6. Seasona.l motion of the fish school in the morning. 
a: Fish school echoes inもhemorning on J une， 1980. 
b: Fish school echoes in the morning on August， 1980目

c: Fish school echoes in the morning on October， 1980. 

資源尾数推定に関する問題

本湖f1:生息するヒメマスの資源尾数の推定が本調査の最大の目的であるが， 魚群探知機を利用して，

魚群盆を測定する方法 とりわけ，エコーインテグレーションやエコー力ウ/トのように， 高度の電

子技術や町情報処理を必要とする ものには まだ未解決の部分が多い。 白石ら叫，6)は 夜間!分散浮

上して均ーに分布する 3 ワカサギについて 丞直魚探f1:記録される単体魚像数を数え， 指向角から求

めた探知体積をも とに，魚群密度を計算した。きらに 回中7)は， 反射パノレス数の重複回数から，魚

体長を推定し z 体長別 深度別に魚群密度を求める方法を提案している。本調査においても p 斜方向

魚探を用いた場合の 平均的ヒメマス単体の、最大探知範囲を求め， 探知体積と単体魚像の出現数か

ら，魚群密度を求め， きらに》観測コース上の単位面積当り (100m2
) の存在数を推定した。図 7，a， 

7. b， 7. cはそれぞれ 1980年6月， 8月，10月の夜間の同湖におけ る! 観測を基に計算した観測コー

ス上 100m2当りの尾数分布とその記録図である。10月のものは 1 天候悪化のため， コース途中で観

測を断念したもの で あるが，観測範囲における 100m2当りの魚尾数の平均値はそれぞれ， 1.18， 

0.42， 0.57と8月，10月では 6月と比べて約半分以下に減少し ている。倶多楽湖では毎年5月中旬

から 8月中旬までの 3力月間，遊件、が解禁きれるので3 得税による絶対尾数の減少を反映しているも

のと思われる。

以上はいずれも，夜間，群を解いて，分散1 浮上するζ とを利用した方法であるが， 魚群そのもの

の密度測定や計数等を行ったとしづ報告はまだなし、。乙れは， 魚群エコーの解析や強度測定が容易で
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ないためと考えられるが， 最近古遅ら 8)が

生貸中のハマチ群からの反射強度と分布体

積を測定し，魚群密度を算出した。幸い，

本湖において， 早朝， ヒメマスがかなり大

型の濃密な群を形成し， 中3 深層 (20~80

m)に分布する ζとが確認されたので， ζ 

れらの魚群エコーを積極的K利用すること

を考えた。現在，距離による減衰や，指向

性利得等， 全てのパラメータを補正した魚

群エコーの強度測定をするに至っていない

が， 磁気テープに記録された魚探信号波形

から， 魚探画像の再生や大きさの解析が可

能である(図 8.a， 8. b， 8. c)。すなわち，

拡大した魚群像の最大厚き dから，魚群の

最大奥行， すなわち物理的大きさを推定す

る乙とを試みた。図9は， 1980年 10月の

早朝に観測された魚群の大きさの分布を示

したものである。 また，夜間の分散魚群が

ほぼ遊泳機能を停止し， 早朝，近くに成群

すると仮定して， 同位置， 同コースで得ら

れた前夜の単体魚像数から， 1群の尾数を

計算すると， 小型群で 20-30尾，大型群で

70-120尾程になるが，夜間の魚の遊泳活動

がどの程度のものか確認できないので， や

はり魚群の散乱強度測定による直接推定が

望ましい。

今回は， 魚群散乱強度の絶対測定ができ

なかったが， 今後， 早朝の大型群を対象Ic，

散乱強度測定を行い， 群体散乱理論K基ず

いた，魚群の密度測定を行う所存である。

Fig. 7 Number of comets which were 
recorded r伺 ly，and the calculated 
fish density per unit of乱m晶 and
the histogram of fish density in 
the night time乱longthe exper・
imental course. 
品Circle course on June 23， 

1980 [2030ー2230].
b: Square course on Augus七26，

1980 [2051-225句.
。Squarecour関 onOctober 23， 

1980 [2014-2050]. 
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Fig. 8 a. Image d時playof 
echo sounder sig-
nals from individ-
ual自shesnearもhe
bo七tom.

Fig. 8 b. Large and dense 
自shschool echo in 
the morning. 

i;lFUlil 
Ihlck町 offlsh sc刷 d( m ) 

e
o
ト

e

φU
I
n
-
n
'
u
n
I
n
 

n
t
c
叩

も

e

e

hu 

n
?一
』

1

4
b
p
I

目

d

d

o

d

9

8

0

e

o

 

r

h
h

1

h

 

q
ゅ

う

C

も

《

d

・u

y

s

s

b

吋

h

d
回

h

1
J
nー

s
n
e
s

-
H
G
U

&

n

n
n
 

nu 

ハ
69

b
 

-FI
 

Fig. 9. Histogram ofもhicknessof自shschool. 

あとがき

著者らは，魚群探知機による漁業資源推定のためのモデル実験として. 北海道供多楽湖における，

ヒメマスの資源 生態調査を， m直および斜方向魚探を用いて，春夏秋期に渡り， 昼夜間観測を行っ

た。

得られた魚探記録は 早朝，昼間の中，深層における濃密な群体記録と， 夜間，表層において見ら

れる， 多数の単体記録とに大別される。

乙れらを考察すると ヒメマスは，早朝，中，深層κ大型の群を形成し， 日中は3 湖岸の湖底近く

に分布し，夕刻，1]、群IL分れ，その移動速度を速め，索餌活動をする。 日没後，群を解き分散，浮上

し，明け方，摂餌活動をして， また成群するとい う日周行動をすると考えられる。

秋季の産卵期Kは，早朝の魚群は大型化してくる。

また，夜間観測で得られた，単体魚像数を計数し，きらに単体魚像の最大距離から， 魚群探知機の

指向特性を基K魚体の探知範囲を推定し，単位面積当りの魚体数を求めた。単位[国税当りの魚体数は，

6月，8月， 10月の順で減少してお りi 漁獲による資源尾数の減少と考えられる。

早朝型魚群の直接的密度測定はできなかったが，魚群エコ ーの信号波形から， 魚群の物理的大いき

を推定した。

本調査は現在も継続きれており ， パイオテレメトリーによる直接的な生態調査や，魚群エコーの絶

対的散乱強度の測定を行い，エコーインテグレーションの技術的検討と， 引き続き 3 単体魚像のカウ

ンティングを合わせて，本湖のヒメマス資源、の尾数推定を行っていく所存である。
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