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The frequency of underwater sound generated from the offshore wind turbine ranges from a few tens 
of hertz to hundreds of hertz to which fish audibility sense is high; accordingly marine organisms 
which inhabit near the offshore wind turbine are continuously exposed to underwater sound for a long 
time. There are lots of studies that consider the effects of temporary sound of offshore wind turbines 
on organisms and an ecosystem. On the contrary, the studies of the effect of long-term exposure of 
underwater sound on the behavior of marine organisms are rare.  
Using multiple video cameras, we observed how Pagrus major and Todarodes pacificus in captivity 
behaved when low-frequency underwater sound was generated and verified the effect. In the first 
experiment, Pagrus major and Todarodes pacificus tended to avoid the place with high sound pressure 
level during swimming. In the second and subsequent experiments, there was no difference in 
swimming place depending on the presence/absence of underwater sound. We found that both species 
gradually acclimate to continuous underwater sound, though temporary avoidance behavior was 
confirmed. 
Key Words : offshore wind turbine, low-frequency noise, Pagrus major, Todarodes pacificus 

 

1．はじめに 

 

 近年，地球温暖化の加速を懸念し，世界的に「低炭素

社会」から「脱炭素社会」への転換を目指す中，日本で

は主力的な再生可能エネルギー源として，地理的利点か

ら洋上風力発電(洋上風発)に大きな期待が寄せられている．

洋上風発は陸上風発に比べ，設置や維持にコストはかか

るが，洋上の風は陸上よりも強く安定しており，設置台

数当たりの電力生産量が大幅に増加する 1)． 
洋上風発から発生する音は，多くの魚類の可聴範囲で

ある低周波数成分が主要であり 2,3,4)，洋上風発周辺に生息

する魚類は，長期間水中音に曝露され続けることになる．

これまで，こうした生物や生態系への洋上風発の影響は，

構造物建設に伴う採掘衝撃音の影響評価など，一時的な

音の影響を検討したものが多く，長期間水中音に曝露さ

れた場合の海洋生物の行動に及ぼす影響を検討したもの

はほとんどない． 
そこで，青森県営浅虫水族館においてマダイ，函館市

国際水産・海洋総合研究センターにおいてスルメイカの

飼育実験を行い，洋上風発からの低周波水中音が，それ

らの行動に与える影響を調査・検討した． 
 

2．実験概要 

2.1 マダイ 

2019，2020 年度に，浅虫水族館の飼育展示水槽である

青森特別水槽(青特水槽，長さ：13m, 左側幅：3m，右側

幅：1.5m，水深：1.3m，容量：30 トン，水温：18℃)を用

いて，音圧分布測定とマダイ(15 個体)への影響評価を行

った(図-1)． 

 

 
図-1 浅虫水族館青特水槽外観 

 

(1)実験方法 

本実験では，専用の水中音響機材の代わりに電子計測

分野の基本測定器等を用いた．音の放射および測定に関

するシステム構成を図-2 に，使用した主な構成機器およ

び設定値を表-1に示す． 

放射については，信号発生器で正弦波を生成し，オー
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ディオアンプを介して水中スピーカから純音として放射

した．なお，信号発生器とオーディオアンプ間には，効

率よく電力を伝送することを目的に，50Ω/75Ω のインピ

ーダンス変換回路を設けた．測定系では，安価な水中マ

イクを使用し，受信器のボリュームに影響されない LINE

信号をオシロスコープに接続し，オシロスコープのFFT機

能を用いて特定周波数の強度を記録した． 

水中スピーカを水槽内に設置し，周波数 100Hz，波形発

生器電圧2.0V，アンプボリューム60の条件で環境雑音内

に水中音を発生させた．青特水槽内を 19 に区割りし，そ

れぞれの区画の音圧レベルを水中マイクで計測した． 

マダイへの影響評価では，15分無音，15分放音を 1試

行として音圧分布測定と同じ音を発生させた．観察は，

複数のビデオカメラにより，水槽内の水平・鉛直的なマ

ダイの移動を記録した(図-3)． 

 

図-2 実験システム構成 

 

表-1 構成機器および設定値 

  

 

 
図-3 行動観察用機材 

2.2 スルメイカ 

2021年7月20-23日に，函館市国際水産・海洋総合研究

センターの大型実験水槽(幅：10m，奥行：5m，深さ：

6m(本実験では3mに設定)，容量：300トン(本実験では150

トンに設定)，水温：15℃)を用いて，音圧分布測定とス

ルメイカへの影響評価を行った(図-4)．飼育個体は，7 月

19 日に函館市古部沖の定置網にて 181 個体(平均外套背

長：157±16.6 mm)を採集して用いた(図-5)． 

 

 
図-4 大型実験水槽 

 

 
図-5 スルメイカの採集海域 

 
(2)実験方法 

信号発生器で正弦波を生成し，オーディオアンプを介

して，水深 1.5m に設置した水中スピーカから，波形発生

器電圧2.0V，アンプボリューム60の条件で環境雑音内に

周波数40，125，160Hzの水中音(純音)を発生させた． 

大型実験水槽内を 15 区画に区分し，水中マイクを水槽

へ垂下し，区画ごとに深さ 0.5，1.5，2.5m の音圧レベル

を計測した．スルメイカへの影響評価では，15 分無音，

15分放音を1セットとし，音圧分布測定と同じ40，125，

160Hzの水中音を順に発生させた． 

水中スピーカ

信号発生器

アンプ

50Ω/75Ω 変換回路
純音＝正弦波

オシロスコープ受信機

水中マイク

FFT
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スルメイカ 8 個体に，氷温麻酔下でロガー(TechnoSmArt

社製，Axy5 Depth，12×31×11mm，7.5g) を取り付け，加速

度や遊泳深度の計測を行った(図-6)．また，複数のビデ

オカメラにより，水槽内の水平鉛直的なスルメイカの移

動を記録した． 

光周期は，水槽上の照明を用いて12L：12Dに保った． 

 

 

図-6 加速度ロガーの取り付け 
 

3．結果と考察 

3.1 マダイ 

青特水槽の音圧レベルは，スピーカ付近が高く，水槽

中央の擬岩裏が低い傾向がみられた(図-7)． 

 

 
図-7 青特水槽内の100Hzの音圧分布測定 

 
2019 年にマダイの水平位置を追跡したところ，マダイ

は実験中常に5-7個体で群泳し，試行1回目の無音時はス

ピーカ付近まで遊泳していたが，放音時はスピーカ付近

には近づかず，その手前で方向転換する行動が観察され

た(図-8)．また，マダイの大型個体では，放音時に水槽

中央の擬岩を挟んでスピーカの反対側を遊泳する時間が

長くなり，遊泳区域が変化している傾向が見られたが(図

-9)，試行 2 回目の放音時には音源周辺も遊泳し，試行 3

回目には音の有無に関わらず水槽全域を遊泳した．一方，

マダイの小型個体では，無音時と放音時の行動に顕著な

違いは見られなかった(図-10)． 

2020 年には実験を 5 回行ったが，水中音の有無でマダ

イの遊泳区域に変化はなかった．また，スピーカを水槽

右側に設置した実験も行ったが，水中音の有無で遊泳区

域に変化はなかった． 

 

 
図-8 上から見たマダイの群れの遊泳区域 

 (試行1回目) 

 

 
図-9  横から見たマダイ大型個体の遊泳区域 

(試行1回目) 

 
図-10  横から見たマダイ小型個体の遊泳区域 

(試行1回目) 
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2019 年度の実験より，マダイは音圧レベルの高い 130dB

以上の区画を回避して遊泳する傾向が強く，スピーカ近傍

に滞泳しない等，水槽内の音圧レベルの高い区域を避けて

いると推測される行動を示した．この結果は，100Hz 純音

はマダイの遊泳に一時的な影響を及ぼすと考えられた． 

水中音と魚類の関係について，畠山(1992)5)では，音圧

レベルを損傷レベル，威嚇レベル，誘致レベルおよび聴

覚閾値の 4 段階に分けている．本実験では，放音中の擬

岩裏(113.2(dB re 1uPa))は，快適な音の強さである誘致レ

ベルに，最も音圧レベルの高かったスピーカ周辺(最大

144.9(dB re 1uPa))は，威嚇レベルに相当していた．また，

100Hz 純音を円形水槽内の環境音に加えたマダイの給餌行

動実験では，140dB 区のマダイは水中スピーカ近傍に滞泳

することはなかったが，100，120dB 区では放音前後で行

動に変化は認められなかったことが報告されている6)．安

樂ら(1997)7)では，マダイ 1 年魚は 100Hz，121dB 以上の音

を水中スピーカにより放音した場合，瞬時にスピーカ周

辺のマダイは音源と反対方向に退避し，その後 20～30 分

間はスピーカ近傍に蝟集しないことを報告している． 

本実験では，マダイの大型個体では一時的な回避行動

が確認されたが，小型個体では行動に顕著な違いは見ら

れなかった．感覚器の形態とその機能を示す魚の行動は

成長によって大きく変化することが知られており 8,9)，成

長段階により感覚器の発達が異なる可能性が考えられる．

マダイも成長段階により聴覚特性が変化することが報告

されていることから 10)，低周波水中音の影響を検討する

際には供試魚の発育段階についても考慮する必要がある

と考えられる． 

 

3.2 スルメイカ 

大型実験水槽の音圧レベルは，すべての周波数でスピ

ーカ付近や底層ほど高い傾向にあった(図-11)． 

 

 
図-11 大型実験水槽内の音圧分布測定 

 
ロガーを取り付けたスルメイカ8個体のうち，実験期間

中に死亡した個体や，長時間にわたる着底行動がみられ

た4個体は，解析の対象から除外した． 

スルメイカの遊泳深度を，ロガーにより追跡した．

40Hz の放音時のスルメイカの遊泳深度の時系列変化を，

図-12 に示す．本個体は，無音時に比べ，放音時には水槽

の上層を遊泳していた． 

また，同個体の水中音の有無による遊泳深度の違いを

調べたところ，試行 1 回目では，すべての周波数で放音

時の方が遊泳深度は有意に浅かった(Mann-Whitney U test，

p < 0.05)．試行2回目では，40Hzの放音時には無音時の

方が遊泳深度は有意に浅かったが(p < 0.05)，125,160Hzの

放音時には遊泳深度に違いはなかった(図-13)． 

他個体についても，試行 1 回目では音の周波数に関わ

らず，放音時の方が遊泳深度は浅い傾向にあった．一方

で，試行 2 回目では水中音の有無で遊泳深度に違いはな

い，もしくは無音時の方が遊泳深度は浅い傾向にあった． 

 

 

図-12 遊泳深度の時系列変化 

(試行1回目，40Hz) 
 

 
図-13 各水中音放音時の遊泳深度分布 

(左図：試行1回目，右図：試行2回目) 

(※：U-test，p < 0.05) 

 
スルメイカの実験では，試行 1 回目では各周波数の水

中音を放音した際に，音圧レベルの低い上層を遊泳する

傾向が見られた．このことから，水中音はスルメイカの

遊泳に一時的な影響を及ぼすと考えられた．しかしなが

ら，試行 2 回目には遊泳深度に差がみられなかった．イ

カ類は，連続する低レベルの水中音に対して，次第に馴

致すると考えられており 11)，本実験でも同様の可能性が

考えられた． 

洋上風発におけるイカ類への影響は，水中杭打音によ

る採餌率低下12)や，感覚器官の損傷13)が知られている．今

後は，採掘衝撃音等の一時的に発生する水中音の影響評

価も行う必要があると考えられる． 
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4．おわりに 

 
本研究の実施にあたり，青森県営浅虫水族館飼育展示

部魚類グループの皆様に多大なるご尽力をいただいた．

また，飼育実験に用いたスルメイカは，有限会社曙水産

にご提供頂いた．この場を借りて改めて御礼申し上げる． 
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