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Abstract 
When we perform logistic support of underwater search on divers by making use of the 

Forward Looking Sonar (FLS), it is known that strong interference lines occasionally appear on 
the sonar image in response to the breathing of divers. This seems to be because that the high 
frequency respiratory sound is emitted when the diver breathes in the water and is overlapped with 
the echo signal from the sonar projector and then has been received all together consequently.  To 
confirm this, it is necessary to proceed a high frequency analysis of the underwater respiratory 
sound of divers in the first stage.  But it is important to know ahead of time that we confirm the 
frequency band limits of the echo-sounder (R2Sonic2024) we have actually used. 

In this study, we carried out an examination of the frequency band limits of sonar by using 
the ocean engineering basin, that is, whether the sonar has band filter or not in receiving and how 
much band limitation is set in the case of the limits existing. 
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11  ははじじめめにに 

ダイバーによる海中捜索を前方監視型のイメージ

ングソーナー（Forward Looking Sonar，以下 FLS）で

後方支援する際 1-2)，ダイバーの呼吸に合わせてソー

ナー画像に時折強い干渉線が現れることが知られて

いる（Figure 1）．これはダイバーから発生する水中呼

吸音に周波数の高い成分が含まれており（特に，吸気

の際に 100 kHz 近傍の周波数成分が頻繁に出現），こ

れがソーナーの受波器で一緒に計測されたためと考

えられる 3)．一般に，ソーナーにはフィルター（周波

数帯域制限）が設定されており，ソーナーのキャリア

周波数の両端の信号は受信されないと考えられる．し

かしながら，これまで海中捜索支援用に使用してきた

ソーナーの R2Sonic2024 は，200～400 kHz のワイドバ

ンドソーナーという特徴を持ち，100 kHz 近傍の呼吸

音がソーナーに受波されたのではないかという懸念

が一部残っており，どの程度帯域制限が設定されてい

るかを正確に確認しておく必要がある． 
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一方で，海上保安庁の各管区本部所属の浅海用測量

船（例えば，六本部の「くるしま」など）には，現在

R2Sonic2024（Twin type）が搭載されているが，測深機

の帯域制限の範囲についてはメーカー側からは何ら

詳細なデータの提示はなく，ユーザー側としても測量

業務の上で押さえておかなければならない重要事項

である． 
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Figure 1  Strong interference lines (denoted by   ) on the 
sonar image derived from the underwater respiratory sound 
of training divers 3). 
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＜試験２：FLSモードでの音響画像の収録＞ 
水槽中で１台のSonic2024をFLSとして駆動し，ソーナ

ー映像の視野内の適当な位置にトランスデューサ

（TC4013）を設置する．次に，ダイバーの呼吸音を擬し

て水中音波(50 kHz～200 kHzの連続正弦波)を送信し，そ

れに合わせてソーナー画像に干渉線が現れるかどうか

を確認した． 
 

33  試試験験結結果果  

＜実験１＞  
一例として，受波側ソーナー(Rx)を400 kHzとし，送波

側ソーナー（Tx）が400 kHzで送信された時の受波側ソ

ーナー(Rx)の測深点のBeam IntensityをFigure 3に示す．

当然ながら，正面方向から受信される0°でのIntensityが
最大となり，ビームの入射角が拡がるにつれて(最大

±60°)小さくなっている．Figure 3の結果を測深機モード

で表したものをFigure 4に示す．送波用の一方のソーナ

ーから直達波が到達しているため，実際にはソーナー間

の距離は6.1ｍであるが，距離（測深）は約3 mとなって

いるのが分かる．  

次に，受波側ソーナー(Rx)の受信周波数を400 kHz,  
300 kHz, 200 kHzに設定し，送波周波数を400 kHzから 
100 kHzまで10 kHz毎に変化させて測深点のBeam 
Intensityを計測した．但し，送波周波数400 kHz～200 kHz
についてはSonic2024送波用により送波を行い，200 kHz
～100 kHzについてはTC4013により行った．受信周波数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
400 kHz, 300 kHz, 200 kHzに設定した場合の，送信周波数

に対する受信最大Intensity（ほぼ正面方向の0°）をFigure 
5 に示す．但し，同図はHypackで得られた測深点のBeam 
Intensityの最大Intensity (CU) の全データを，最大値を基

底＝0 dBとして計算しデシベル表現したものである．又，

Sonic2024とTC4013との間の補正については，200 kHzで
のそれぞれのIntensityの値が一致するように補正係数を

算出し，スムーズにデータが繋がるように表している． 
＜実験２＞ 

Sonic2024(FLS)のソーナーヘッドから正面方向（0°）距
離約2.3m，水深約2mの位置にトランスデューサ（TC4013）
を設置し，ソーナーの送受信周波数を400 kHzと固定し

た上でトランスデューサの周波数を50 kHzから200 kHz
まで10 kHz毎に変化させた時のソーナー画像の一例を

Figure 6 に示す． 
 

44  考考察察  

＜実験１＞から以下のことが分かる． 
受信周波数が400 kHzの場合，当然ながら送信周波数

が400 kHzの場合に最も強いBeam Intensity が得られて

いるが，送信周波数が400 kHzから低下するにつれてそ

のIntensityは小さくなり，ソーナーの受信周波数である

400 kHz以下の信号は帯域制限が効いている事が分かる． 

Figure 3  Beam Intensity received from the direct wave 
at the bathymetry point. (Rx：400 kHz, Tx：400 kHz, Ping 
number ： 137, Maximum Intensity(CU) ： 657, Total 
Intensity：9614) 
 

Figure 4  Bathymetry points measured from the direct 
wave (bathymetry mode). 
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Figure 5  Maximum received intensity for the 
transmission frequency (100 Hz - 400 kHz) when the 
received frequency was set at 400 kHz, 300 kHz, 200 kHz 
respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本研究では，ワイドバンドマルチビーム測深機

（R2Sonic2024）の周波数帯域制限の有無，そして制限

がある場合その周波数範囲がどの程度になっている

かを確認するため，実際にR2Sonic2024を２台使用し，

東京大学生産技術研究所の大型水槽を使用して帯域

制限の確認試験を行った．以下，試験の概要と方法，

そしてその試験結果，考察について述べる． 
  

22  大大型型水水槽槽試試験験  

22..11  試試験験概概要要  

・使用水槽 
東京大学生産技術研究所（千葉県柏市）  
海洋工学大型水槽 (50m×10m×5m) 
 

・使用機器  
ソーナー：R2Sonic2024（送波用＆受波用） 

      ２台 (200 kHz～400 kHz) 
トランスデューサ： TC4013（送波用） 
     １台 (50 kHz～200 kHz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22....22  試試験験方方法法  

＜試験１：測深機モードでの Beam Intensity の計測＞  
Figure 2のように，測深機モードのSonic2024を距離

6.1mで２台向き合う形で台車に固定し，水槽内の水深約

2mの位置に設置した（測深機は，元来同一の周波数で送

受波するようになっているため，本試験の目的のために

送波および受波専用として２台を使用することとした）．

次に，受波専用のソーナー(Rx)の周波数を固定したうえ

で，送波専用ソーナー(Tx)の送波周波数を変化させて受

信する音波の状況について確認を行った．具体的には，

送波側ソーナーからの直達波内で受信された測深点の

Beam Intensityを測深機の専用ソフトである“Hypack” に
て収録し，各受信周波数において送信周波数に対する音

波のIntensityの変化する様子を調べた．但し，Sonic2024
では出力することの出来ない周波数（50 kHz～200 kHz）
については，別にトランスデューサ（TC4013）を送波専

用ソーナー(Tx)の位置に設置し，受波専用ソーナー(Rx)
と信号発生器の間で同期をとった上で，各キャリア周波

数のバースト波信号をトランスデューサに送り，水槽内

に水中音波を送波して試験を行った． 
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Figure 2  The large ocean engineering basin of IIS. Univ. of Tokyo and two sonars (Tx and Rx) 
installed on the towing car truck.  
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＜試験２：FLSモードでの音響画像の収録＞ 
水槽中で１台のSonic2024をFLSとして駆動し，ソーナ

ー映像の視野内の適当な位置にトランスデューサ

（TC4013）を設置する．次に，ダイバーの呼吸音を擬し

て水中音波(50 kHz～200 kHzの連続正弦波)を送信し，そ

れに合わせてソーナー画像に干渉線が現れるかどうか

を確認した． 
 

33  試試験験結結果果  

＜実験１＞  
一例として，受波側ソーナー(Rx)を400 kHzとし，送波

側ソーナー（Tx）が400 kHzで送信された時の受波側ソ

ーナー(Rx)の測深点のBeam IntensityをFigure 3に示す．

当然ながら，正面方向から受信される0°でのIntensityが
最大となり，ビームの入射角が拡がるにつれて(最大

±60°)小さくなっている．Figure 3の結果を測深機モード

で表したものをFigure 4に示す．送波用の一方のソーナ

ーから直達波が到達しているため，実際にはソーナー間

の距離は6.1ｍであるが，距離（測深）は約3 mとなって

いるのが分かる．  

次に，受波側ソーナー(Rx)の受信周波数を400 kHz,  
300 kHz, 200 kHzに設定し，送波周波数を400 kHzから 
100 kHzまで10 kHz毎に変化させて測深点のBeam 
Intensityを計測した．但し，送波周波数400 kHz～200 kHz
についてはSonic2024送波用により送波を行い，200 kHz
～100 kHzについてはTC4013により行った．受信周波数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
400 kHz, 300 kHz, 200 kHzに設定した場合の，送信周波数

に対する受信最大Intensity（ほぼ正面方向の0°）をFigure 
5 に示す．但し，同図はHypackで得られた測深点のBeam 
Intensityの最大Intensity (CU) の全データを，最大値を基

底＝0 dBとして計算しデシベル表現したものである．又，

Sonic2024とTC4013との間の補正については，200 kHzで
のそれぞれのIntensityの値が一致するように補正係数を

算出し，スムーズにデータが繋がるように表している． 
＜実験２＞ 

Sonic2024(FLS)のソーナーヘッドから正面方向（0°）距
離約2.3m，水深約2mの位置にトランスデューサ（TC4013）
を設置し，ソーナーの送受信周波数を400 kHzと固定し

た上でトランスデューサの周波数を50 kHzから200 kHz
まで10 kHz毎に変化させた時のソーナー画像の一例を

Figure 6 に示す． 
 

44  考考察察  

＜実験１＞から以下のことが分かる． 
受信周波数が400 kHzの場合，当然ながら送信周波数

が400 kHzの場合に最も強いBeam Intensity が得られて

いるが，送信周波数が400 kHzから低下するにつれてそ

のIntensityは小さくなり，ソーナーの受信周波数である

400 kHz以下の信号は帯域制限が効いている事が分かる． 

Figure 3  Beam Intensity received from the direct wave 
at the bathymetry point. (Rx：400 kHz, Tx：400 kHz, Ping 
number ： 137, Maximum Intensity(CU) ： 657, Total 
Intensity：9614) 
 

Figure 4  Bathymetry points measured from the direct 
wave (bathymetry mode). 
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Figure 5  Maximum received intensity for the 
transmission frequency (100 Hz - 400 kHz) when the 
received frequency was set at 400 kHz, 300 kHz, 200 kHz 
respectively. 
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ドバンドソーナーR2Sonic2024は，送受波のキャリア周

波数に合わせて中心周波数の前後で約 ±70 kHzのバン

ドパスフィルターが設定されていると考えられる．しか

しながら，実験結果を詳細に見ると送受波キャリア周波

数の整数分の１の周波数の信号については，一見すると

選択的に帯域制限が外れフィルターを通過しているよ

うに見えることが分かった． 
これについては，次のように考えることができる．音

源側には必ず高調波が含まれている（特にトランスデュ

ーサTC4013で，高振幅で発振する場合など）と考えるべ

きである．そして，その高調波成分のなかにソーナーの

送受波キャリア信号に近い成分が存在した時，それがソ

ーナーによって受信されたと考えられる．つまり，ソー

ナーの送受波キャリア周波数の整数分の１の周波数の

信号が発出された場合は，その中心周波数成分は帯域制

限されて受波されないものの，高調波成分がソーナーに

よって受信され，あたかも帯域制限が効かずフィルター

を通過してきたかのように見えていたと考えるべきで

ある．従って，FLSモードで音響画像を撮影する際，た

またまソーナーのキャリア信号まで届くような高周波

数の高調波成分を含む音源がソーナーの視野内に存在

する場合，その高調波成分をソーナーが受波信号として

受信してしまうことで，Figure 6の(b) (d) (f)のようにソー

ナーヘッドから音源までの強い干渉線が音響画像のな

かに現れたものと考えられる． 
 

55  おおわわりりにに  

R2Sonic2024 はワイドバンドマルチビームソーナー

で，発信周波数を 200 kHz から 400 kHz まで状況にあ

わせて任意に変化させることができるが，受波におい

ては電子回路上で任意の周波数に合わせてバンドパ

スフィルター（中心周波数約 ±70 kHz）が設定されて

おり，中心周波数以外の信号については受信されてい

ないと結論される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一方，送受波の周波数の整数分の１の周波数の信号

が一見すると選択的に通過してきているように見え

るのが実験で示されたが，これは音源側には一般に高

調波が含まれており，その高調波成分がソーナーのキ

ャリア信号に近い成分まで到達した時に受信され，

FLS ソーナー画像のなかで干渉線として現れたもの

と考えられる． 
ダイバーの呼吸音が存在する場合，その主な成分は

ソーナーのキャリア周波数（400 kHz）より低い周波数

であり，その信号そのものはソーナーの帯域制限によ

り受信されないが，激しく吸気した場合などには，時

折高調波成分（例えば 100 kH,200 kHz, 400 kHz, ….）
が発生することがある 4)．それらがソーナーによって

受信され FLS 画像のなかに特徴的な干渉線として現

れてきたと考えられる．       
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しかしながら，周波数が更に低下し200 kHzに近づくと

反対にIntensity は増大し，受信周波数の1/2の周波数の信

号は一見，帯域制限が掛かっていないように見える．こ

の傾向は送信周波数の1/3の133 kHz（Figure 5には133 kHz
の実測データは無いが，次の＜実験２＞の結果からも明

らかなようにIntensityの増大が見られると考えられ，図

中では点線で表示）および1/4の100 kHzの場合でも同様

に増大が見られる．また，受信周波数300 kHzの場合は，

送信周波数300 kHzの他に150 kHz及び100 kHzでIntensity
の増大が，また，200 kHzの場合については，送信周波数

200 kHzの他に100 kHzにIntensityの増大が見られる． 
以上のことから，送信周波数に対してその整数分の１

の周波数の信号については一見すると帯域制限が効い

ておらず，フィルターを通過してきているように見える． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜実験２＞から以下のことが分かる． 
Figure 6の(a) (c) (e)に示すように，トランスデューサ

（TC4013）の周波数がFLSソーナーの送受信周波数 
（400 kHz）の整数分の１でない場合（70 kHz, 120 kHz, 
170 kHz）では，ソーナー画像には反射強度としてもう一

つのソーナーや対岸の水槽の壁，そして正面の0°，2.3m
の位置に設置したトランスデューサが小さな点として

現れるだけで，干渉線は全く現れていない．一方，Figure 
6の(b) (d) (f)のように，トランスデューサ（TC4013）の周

波数が送信周波数（400 kHz）の整数分の１の場合   
（100 kHz, 133 kHz, 200 kHz）では，ソーナー画像にはソ

ーナーヘッドから音源の位置に向けて強い干渉線が現

れている． 
以上の＜実験１＞および＜実験２＞の結果より，ワイ

Figure 6 Sonar images of Sonic2024 (FLS mode, frequency was 400 kHz), when the transducer (TC4013) put out 
the underwater sound (frequency was 50 kHz – 200 kHz) on the assumption of the respiratory sound of divers.  
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ドバンドソーナーR2Sonic2024は，送受波のキャリア周

波数に合わせて中心周波数の前後で約 ±70 kHzのバン

ドパスフィルターが設定されていると考えられる．しか

しながら，実験結果を詳細に見ると送受波キャリア周波

数の整数分の１の周波数の信号については，一見すると

選択的に帯域制限が外れフィルターを通過しているよ

うに見えることが分かった． 
これについては，次のように考えることができる．音

源側には必ず高調波が含まれている（特にトランスデュ

ーサTC4013で，高振幅で発振する場合など）と考えるべ

きである．そして，その高調波成分のなかにソーナーの

送受波キャリア信号に近い成分が存在した時，それがソ

ーナーによって受信されたと考えられる．つまり，ソー

ナーの送受波キャリア周波数の整数分の１の周波数の

信号が発出された場合は，その中心周波数成分は帯域制

限されて受波されないものの，高調波成分がソーナーに

よって受信され，あたかも帯域制限が効かずフィルター

を通過してきたかのように見えていたと考えるべきで

ある．従って，FLSモードで音響画像を撮影する際，た

またまソーナーのキャリア信号まで届くような高周波

数の高調波成分を含む音源がソーナーの視野内に存在

する場合，その高調波成分をソーナーが受波信号として

受信してしまうことで，Figure 6の(b) (d) (f)のようにソー

ナーヘッドから音源までの強い干渉線が音響画像のな

かに現れたものと考えられる． 
 

55  おおわわりりにに  

R2Sonic2024 はワイドバンドマルチビームソーナー

で，発信周波数を 200 kHz から 400 kHz まで状況にあ

わせて任意に変化させることができるが，受波におい

ては電子回路上で任意の周波数に合わせてバンドパ

スフィルター（中心周波数約 ±70 kHz）が設定されて

おり，中心周波数以外の信号については受信されてい

ないと結論される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一方，送受波の周波数の整数分の１の周波数の信号

が一見すると選択的に通過してきているように見え

るのが実験で示されたが，これは音源側には一般に高

調波が含まれており，その高調波成分がソーナーのキ

ャリア信号に近い成分まで到達した時に受信され，

FLS ソーナー画像のなかで干渉線として現れたもの

と考えられる． 
ダイバーの呼吸音が存在する場合，その主な成分は

ソーナーのキャリア周波数（400 kHz）より低い周波数

であり，その信号そのものはソーナーの帯域制限によ

り受信されないが，激しく吸気した場合などには，時

折高調波成分（例えば 100 kH,200 kHz, 400 kHz, ….）
が発生することがある 4)．それらがソーナーによって

受信され FLS 画像のなかに特徴的な干渉線として現

れてきたと考えられる．       
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