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図 2-1-5. 志摩定置の海域試験で得られた前方カメラ（左）と後方カメラ（右）の映像例． 

 

 

図 2-1-6. 海亀の突き上げ行動の様子．海亀の頭部と天井網が映像に鮮明に映った． 

 

 

図 2-1-7. 9月の試験では天井網の傾斜の様子も確認できた． 

 

 

 

 本項では，前方カメラの映像から，海亀の水平位置の判別を試みた。試験が行われた中

層箱網部の水平面上に縦 0-10(m)，横 0-30(m)の座標を設定し，網内の各部の構造物を物標

として，海亀の位置座標を 5秒間隔で求めた（表 2-1-2および図 2-1-8）。 
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表 2-1-2 位置座標を出すために使用した物標一覧 

 

 

 

 

図 2-1-8. 物標である中層箱網内の筋縄（左）とじょうご張り（右）. 一定間隔で張られた

筋縄が水中カメラの映像から識別できたため，水中カメラの映像から箱網内での海亀の位

置をある程度特定することも可能であった. 

 

 

 インターバルカメラの活用 定置網内における海亀と魚類の行動を長期間,連続して観測

することを目的として,インターバルカメラ(JFE アドバンテック製ワイパー式メモリー水中

カメラ SFIDA)の撮影テストを行った。このカメラはインターバル撮影機能を有する小型水

中カメラ(直径 87mm×全長 372mm,耐圧 50m)であり,撮影間隔 1分では約 6日間,撮影間隔 30

分では約 3か月間の連続観測が可能である。カメラの前面にはワイパーが備えられ,レンズ

面への生物付着を防止できる。また,LED 照明による夜間の撮影も可能である。今回はこの

カメラを中層箱網内の返しの張り綱に取り付け,魚捕部方向を撮影した(図 2-1-9)。撮影テス

トは 2014年 6月 23日 10：56～24日 14：29に実施し,撮影間隔は 1分とした。撮影テスト

の結果,中層箱網内を遊泳するケンサキイカ(図 2-1-10)やハナガサクラゲ(図 2-1-11),トビエイ

(図 2-1-12)等の鮮明な画像を得ることができた。一方,今回は観測期間が短く,海亀やその他

の魚類の行動を観測するには至らなかった。今後は海亀脱出装置周辺の状況を長期間,連続

軸 座標

天井網の継ぎ目 岸側 3.0
沖側 7.0

返し 中央 5.0
返し先のロープ

筋縄 台船から1本目 3.5
台船から2本目 7.5
台船から3本目 11.3
台船から4本目 15.0
台船から5本目 22.5

返し 出口端 18.0
返し先のロープ

台船 0.0
作業船1 7.5
作業船2 30.0

物標

横

縦
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して観測することにより,脱出装置に対する海亀と魚類の行動を明らかにすることが可能で

あるものと考えられる。 

 

 

図2-1-9. インターバルカメラの設置状況.      図2-1-10. ケンサキイカ(6月24日8:33). 

図2-1-11. ハナガサクラゲ(6月24日10:16).      図2-1-12. トビエイ(6月24日10:51). 

 

 

 

（音響機器） 平成 25 年度事業の取り組みでは，中層箱網内の海亀の行動をバイオテレメ

トリーシステムでモニタリングする手法の構築を主目的とした。実験では，同じ超音波発

信器を繰り返し使用することから，その他の機器とあわせて装着方法の検討から始めた。

水槽実験などを経て，超音波発信器の海亀背甲への装着方法を確立させた。そして，実海

域において海亀に装着した超音波発信器の発信する音波信号を，網外に設置した受信機で

受信し測位が可能であることを確認した。しかし，取得したデータの取得率は約 50％であ

った。また，網の吹かれによる網の変形によりモニタリング範囲が想定よりずれるという

現象を確認した。 

 これらの諸問題をうけて，本年度は受信率と測位精度の向上の取り組みと，次のステッ

←漏斗網方向
魚捕部方向→

←ワイパー

浮力調整用浮子↓

←レンズ

←漏斗網方向
魚捕部方向→

←ワイパー

浮力調整用浮子↓

←レンズ
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プとして海亀と魚類の同時追跡の手法構築を目標とした。 

実験には，25年度と同様の音響測位型超音波テレメトリーシステム（フュージョン社製：

４CH受信機 FRX-4002，ハイドロフォン FRTD-406A×4）を用いた。海亀用のピンガーには

電池交換型（フュージョン社製：温度・圧力センサー付高出力ピンガー，周波数 62.5kHz，

送信音圧 155dB re μPa，水深分解能 5cm，水温分解能 0.2℃，長さ 130mm，直径 28mm，水

中重量 95g）を，魚用には非電池交換型（フュージョン社製：温度・圧力センサー付高出力

ピンガー，周波数 62.5kHz，送信音圧 155dB re μPa，水深分解能 5cm，水温分解能 0.2℃，長

さ 37mm，直径 9mm，水中重量 1.6g）を用いることとした（図 2-1-13）。 

 

 

図 2-1-13. 海亀用の電池交換型超音波発信機と魚用の非電池交換型超音波発信機. 

 

このシステムでは，追跡対象に装着した超音波発信器から発信される超音波信号を複数

の受信機で受信する必要がある。そして，受信時の時間差から位置の線を算出して，2本以

上の位置の線の交点を測位点とする。 

 通常，バイオテレメトリーシステムは水域で自由に活動する生物を追跡することに使用

されることが多い。しかし，本研究では定置網の中層箱網内において海亀および魚の行動

追跡しなければならない。ここで問題になるのが海亀の行動範囲となる中層箱網に対して

どのように受信機を設置するかという点である。音響測位システムで測位の算出には双曲

線の交点を用いる。この計算方法では，双曲線の中央付近の測位精度が高くなり，受信機

と受信機を結んだ基線上や受信機で囲まれた範囲の外側では精度が劣化する。また，受信

機の背後では測位が行えない。このことから，設置方法として中層箱網を広く囲む方法が

考えられた（25年度）。一方で網越しの測位は，網に付着した藻類から発生する気泡などの

影響により，音波伝搬を妨げる可能性がある。25年度の実験では，受信率が約 50％と必ず

しも連続的にならなかったのは，これが要因の一つと考えられた。この問題を回避する設

置方法として，受信機を中層定置網内に挿入する方法が本年度実施された。しかし，この

方法は測位精度が劣化する可能性が考えられる。 

 その実験の結果，受信率は期待していたほど増加しなかった。また，測位に使用できる

データ数も 25年度より大きく低下した。測位時条件の劣化は，基線が短くなったことが大
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きな影響の一つと考えられたが，一方で，受信率の低下の要因は網内に受信機を入れてい

るためにその原因が不明であった。そこで，使用機材を見直したところ，25 年度にはシス

テムの電源としてバッテリーを使用していたが，26年度は電源を発電機から供給していた。

本システムでは，実験中にリアルタイムで深度データを表示することができる。そのため

見掛け上データは正常に取得されているように見えていたが，実際には発電機由来の電気

的雑音により，測位可能なデータの取得が妨げられていた。そのため，今年度の実験では，

網内の海亀の測位に関する評価を十分に行うことは難しい結果となった。一方で，原因が

特定できたことにより，今後は網の影響と電気的ノイズを回避した状態で実験を行うこと

により，安定したデータの取得が可能になると考える。次年度には，連続的な高精度なデ

ータを連続的に取得し，網内を連続的に遊泳する姿を 3 次元で再現可能とすることを目指

したい。 

 測位に関するデータを十分に得ることはできなかったが，深度に関するデータは PCに記

録するとともに，リアルタイムに実験現場で把握することができた（図 2-1-14）。得られた

深度データから推測された海亀の突き上げ行動と，目視で確認された海亀の突き上げ行動

のタイミングは一致しており，同システムの深度データの有意性が確認された。さらに，

リアルタイムで表示される海亀の遊泳深度は，現場での実験の継続と打ちきり・海亀救助

を判断するための非常に有効な情報となった。 

 

図 2-1-14. 海亀の遊泳深度変化（6月 23日の第 1回目実験より）. 

 

 魚と海亀の同時モニタリング実験では，ブリ（TL: 62.0cm）とスズキ（TL: 63.5cm）を用

いた。超音波発信器は背びれの基部に，釣り針を介して外部装着した（図 2-1-15）。海亀の

測位結果で述べたように，それぞれの遊泳軌跡を明らかにするためのデータを取得するこ

とはできなかったが，魚についても深度変化に関する情報は得られた（図 2-1-16）。 
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図 2-1-15. 上：テグスを介して釣り針をつないだ超音波発信機. 

    下：ブリの背びれ基部に装着された超音波発信機. 

 

 

図 2-1-16. スズキとブリの遊泳深度の変化（6月 23日の第 1回目実験より）. 

  

本研究では，加速度ロガー等のデータロガーも併用しているが，データロガーは回収す

るまで記録されているデータを見る事が出来ない。また，万一モニタリング個体が網外に

逃避しデータロガーの回収が行えなかった場合，そのデータを回収することができなくな

ってしまう。テレメトリーシステムは，データロガーに比べると取得できるデータの種類

は少ないが，深度データなど限られたデータは超音波発信器が逸出した場合でも手元にデ

ータを残すことができることも強みである。 
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 次年度は，今年度明らかになった問題点の改善により，網内の海亀・魚の行動を 3 次元

で明らかにすることで，中層定置網における海亀脱出手法の開発に寄与したい。 
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図 2-2-2. 海亀引き揚げの様子. 

② 定置網内における海亀と魚類の行動把握 

②－２ 海亀と魚類の行動把握 

 

日東製網株式会社 

 

 定置網における海亀の混獲・斃死を防止する実用的な手法を開発するために，定置網内

における海亀の行動を映像機器及び音響機器を併用して詳細に把握することを目的とする。 

 

1．生簀網の設置 

 生簀網の設置については，三重県志

摩市安乗埼地先において(有)志摩定置

が操業する大型定置網（以下「志摩定

置」とする）の操業に使用する船の母

港である安乗漁港を選定した。海亀収

容生簀を図 2-2-1に示す。生簀枠は三

重県外湾漁業協同組合より借用させ

て頂いた。生簀網は 5ｍ×5ｍ×5ｍとし，

網地にはポリエチレン製（H440T 40本 

目合 50mm ）の化繊網を使用した。 

 

 

 

 

 

2．海亀の収容 

 三重県志摩市大王埼地先にて丸友

水産有限会社が経営する定置網（波切

定置網）ならびに志摩定置で混獲され

た海亀を採捕した。海亀の採捕にあた

っては，三重県海区漁業調整委員会へ

申請・承諾後，規定に従い実施した。

採捕した海亀は上記の生簀網にて実

験に使用するまで収容・管理した（図

2-2-2）。 

 

図 2-2-1. 海亀収容生簀. 
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3．中層箱網における海亀・魚類の行動追跡調査 

3．1．資料と分析方法 

3．1．1．海域試験概要 

 海域試験場所を図 2-2-3 に示し，実験を行った定置網の概要を図 2-2-4に示す。海域試験

は 2014年 6月 23日，24日ならびに 9月 9 日に志摩定置（羽口水深 33.3m）にて実施され

た。志摩定置の網型は底建網と中層箱網を有しており，本試験はその中層箱網にて行われ

た。中層箱網の大きさは L30.3m×W10.6m×D10.6mである。なお 6月の試験では中層箱網部

分の天井網は通常の平坦な網で行い，9月ではピラミッド形状の網を使用した。9月に使用

した天井網の概要を図 2-2-5に示した。天井網は簡単に取り換えが可能になるようにファス

ナー方式を採用した。また，網の材質としては比重が 0.95のポリエチレンを使用している

ため浮く仕様になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海亀の中層箱網への投入は魚捕部より強制的に行った。昨年度の実績を踏まえ海亀の投

入後，15 分間の自由遊泳により落ち着かせて呼吸を確認した後に，中層箱網を沈下させて

実験開始とした。音響機器による魚類の行動追跡では，試験前日に漁獲されたワラサおよ

びスズキを各 1 匹使用した。これらの魚類は船上のタンクに入れ保管した。魚類の投入は

海亀同様に魚捕部より強制的に行った。 

 

図 2-2-3. 海域概要. 図 2-2-4. 定置網概略図. 

図 2-2-5. 9月使用天井網概要図. 

中層箱網 

底建網 

魚捕部 
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図 2-2-7. 中層箱網での ROVの配置. 

3．1．2．観測機器及び分析方法 

 実験に使用した観測機器を図 2-2-6に示し，ROV の配置図を図 2-2-7に示す。海亀の行動

を追跡するのにあたり，ROV（三井 RTV-100 及び広和 ROV）を中層箱網の台下と返し先に

各々1台配置し，海亀を観測した。また，海亀には超音波ピンガー（FUSION社製 FRTD-600A），

前方および後方に向けたビデオカメラ（Sony㈱製 HDR-AS15, 画角 170°）2台，および深

度計（JFE アドバンテック㈱製 DEFI-D20）を装着し，移動経路を 3 次元でとらえた（図

2-2-8(左)）。 

魚類の行動把握は，定置網にて前日に漁獲された主要魚種（ワラサおよびスズキ）に超

音波ピンガー（FUSION 社製 FDX-P50）を取り付け，中層箱網内における行動を追跡した

（図 2-2-8(右)）。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-6. 左：三井 RTV‐100，右：広和 ROV. 

台下 
返し先 

中層箱網 

箱網 


