
 

1 

 

JFSTA NEWS No.35, 36 

LED で何故スルメイカが釣れないのか？

その原因と対策についての一考察 

長谷川英一 

 

はじめに 

 地球は約 46 億年前に誕生したといわれ

ている。誕生したばかりの地球の大気は水

蒸気、窒素、二酸化炭素などのガスで覆われ

ていたが、地表の温度が徐々に下がってく

るに従い、大気中の水蒸気は雨となって原

始の海が出来た。そして、地表のカルシウム

やナトリウムなどがその原始の海に溶け込

み現在の海になった。この海に最初に誕生

した生命は地表に降り注ぐ有害な紫外線を

避けて、海底火山の硫化水素をエネルギー

源として生活する嫌気性硫黄細菌と考えら

れ、最初は暗闇の世界を選択していた。その

後、光を利用してエネルギーを得る能力を

持つシアノバクテリア（らん藻植物）が出現

し、酸素を放出するようになった。その酸素

によって地球上にオゾン層が形成されたた

め、太陽からの有害な紫外線が地表に到達

しにくい環境が生まれた。その結果、蓄積さ

れた酸素を呼吸するとともに光合成もする

藻類が出現し、次いでいろいろな多細胞生

物も出現した。約五億年前のカンブリア紀

になると海にはたくさんの無脊椎動物が出

現した。この時期に地球上にいろいろな動

物や植物などが一気に出現したことから、

これをカンブリア大爆発と呼んでいる。 

オゾン層の形成は地表への生物の出現を

もたらし、燦々と降り注ぐ太陽からの光エ

ネルギーを利用する動植物の繁栄を産むこ

とになった。そして生物はその進化ととも

に光を効率よく利用するために視覚器を発

達させてきた。視覚は明暗と色彩に関わる

感覚であり、またそれに基づく空間知覚に

あずかる機能を持ち、生存のために重要な

役割を担っている。視覚は網膜内にある光

受容細胞である視細胞中の視物質が先ず光

化学変化を起こすことに始まる。 

 この地球上の生きとし生けるものは光が

なくては生活できない。生物と光には密接

な関係があると言っても過言ではない。す

なわち、光刺激を効率よく生物に働きかけ

ることによって、その種がもつ光反応特性

を利用した技術の創出が図れるかもしれな

い。 

 本稿では、省エネ光源として注目されて

いる LED をイカ釣り漁業の漁灯として利

用する際に考慮すべきことについて、独立

行政法人水産総合研究センター開発調査セ

ンターが主催した平成 26 年度海洋水産資

源開発事業成果報告会で報告させていただ

いた内容をリバイスして記述する。 

 

漁灯として LEDを利用するメリット 

 LED 漁灯の利点について、LED 照明ハ

ンドブック（2006）を参考にすると次の 6

項目が挙げられる。 

1.指向性が強く、光束の 9 割以上を水中に

放射できる。（点光源であるメタルハライド

灯では、約 8割が空中に散失）  

2.メタルハライド灯の制御に用いる安定器

や大出力の補助発電機が不要となることか

ら、大幅な設備費の削減や船内のスペース

の増加等が期待される。  

3.紫外線照射による漁業者の健康への影響

や光害による環境への影響がない。  

4.10 年以上の長寿命をもち（メタルハライ

ド灯は約 2年）、さらにガラス封止構造の従
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来光源に比べて LEDパッケージは、機械的

強度にもすぐれていることから、過酷な船

上での使用に耐える。  

5.青色系発光ダイオード（LED）のピーク波

長（450～500nm）は、海中での光力減衰が

少ないことに加え、イカ類の視感度の最大

値付近（470～490nm）とほぼ一致している。  

6.消費電力が極めて少なく、大幅な燃料油

の節減効果が期待され、イカ釣り漁業経営

体の経営改善、CO2の排出削減をもたらす。 

ここでは 5、6の項目について実施した研

究成果を紹介する。先ず、イカロドプシン

（スルメイカの視物質）の最大吸収波長、す

なわちスルメイカの視感度特性（およそ

500 nm近辺に最大吸収波長がある）と相似

な波長特性を持つ LED 光や他の波長特性

を持つ LED 光で照射された各色のイカ角

がスルメイカの眼にはどのように映じてい

るのかを実験的に求めた。その方法は次の

ようである。通常の操業で使用されている

10種類のイカ角を用意し、それらを無反射

無光沢の暗幕の上に並べる。そのイカ角に

対して漁灯に見立てた 5 色の LED 光（最

大エネルギー波長；400、450、500、550、

600 nm）を照射するとともに、それをデジ

タルカメラによってバルブ撮影（露光時間

30秒）した。スルメイカの眼でそれを視認

した場合を想定し、カメラレンズには

500nm のバンドパスフィルターを重畳さ

せた。その結果、青緑色 LED光の有効性を

確認した。すなわち、イカ角の色彩に関わら

ず、イカの眼には青緑色 LEDを照射された

イカ角のコントラストが最大となった（図

１）。すなわち、いかなる色彩のイカ角を使

用したとしても、青緑色光を照射されたイ

カ角をスルメイカはもっともはっきり見え

るに違いない。 

  

図１．LED光（波長 400～600nmを 50nm

刻み）を各色彩のイカ角に対して照射した

ときにスルメイカはそれをどのように見て

いるのか 

 

なお、スルメイカ漁場の波長別光透過特

性からも同色が優れ、夜間遠方に分散分布

していると考えられるイカ群をイカ釣り漁

船周りに集群させるためにも効率が良いと

考えられた（図２）。 

 

図２．外洋域、沖合域、沿岸域における波長

別光透過特性（Prieur et al., 1981を参考） 

 

さらに、従来利用されているメタルハラ
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イド灯やハロゲン灯などと青緑色 LED 及

び白色 LED 等の各波長別光エネルギーを

これらの漁灯を搭載しているイカ釣り漁船

（東和電機製作所濱出丸１９トン）を対象

として光エネルギー分析装置（Licor1800）

を使用して計測した。その結果、前述したよ

うに青緑色 LED は対象種であるスルメイ

カの視感度特性に適合した波長特性を持つ

ことが確認されたが、白色 LEDは対象種の

視感度に適合した波長以外にも甲板上で作

業するヒト（漁師）の明所視での感度特性に

適合する極大ピーク波長も持ち、演色性に

も優れていると考えられた。一方、従来から

利用されているメタルハライド灯は対象種

や漁師の視感度特性に作用する以外の波長

の光を多く含み、エネルギー作用効率とし

ては劣ると考えられた。ハロゲン灯に至っ

ては消費電力の割にエネルギー作用効率は

かなり劣り、利用されない長波長光を無駄

に発光していることが判明した（図３）。 

 

図３．スルメイカ、ヒト（明所視）の分光感

度と各種漁灯の分光エネルギー 

 

なぜ、青緑色 LEDでスルメイカが釣れない

のか？！ 

 夜間遠方に分散分布していると考えられ

るスルメイカ群に光の存在を気付かせ、イ

カ釣り漁船周囲に集めるためには、青緑色

LEDは最適のはずである。しかし、従来か

ら使用されているメタルハライド灯の場合

と比較して LED 灯を使用した漁獲成績は

芳しくないと言われている。それは何故な

のであろうか。問題は当該漁業における漁

法そのものにあると考える。光で集めた後

に網で掬って一網打尽するようなサンマ棒

受網漁業であれば問題はないであろう。し

かし、イカ釣り漁業では集まったスルメイ

カがイカ角を視認して捕捉しなくてはなら

ない過程がさらに存在する。 

スルメイカが光を感ずるとは、網膜にあ

る視細胞中の視物質であるロドプシンと呼

ばれる化学物質が光を受容して化学反応を

起こすことに始まる。スルメイカの分光吸

収ピーク波長が青緑色光の波長近辺にある

というのは、このロドプシン自身の分光吸

収ピーク波長の値に基づく。ロドプシンは

ビタミン A（レチナール）の末端のアルコ

ール基がアルデヒド基に酸化された発色団

と呼ばれる分子である 11 シスレチナール

とオプシンと呼ばれるタンパク質とが結合

したものである。スルメイカが漁灯を認め

て船周りに集まった段階でのロドプシンと

光との化学反応過程を紐解くと、ロドプシ

ンである 11 シスレチナールとタンパク質

オプシンとはオールトランスレチナールと

オプシンに解離しており、光を受容できる

11シスレチナールは光褪色して、もはやそ

れ以上の光を受容し難い状態になっている。

すなわち、この状態ではスルメイカはイカ

LED(青緑) LED(白色) ハロゲン LED+ハロゲン+メタルハライド

イカ、ヒト（明所視）の分光感度と各種灯火の分光エネルギー
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角を視認し難くなっていると考えられる。

この段階でさらにイカ角をしっかりと視認

させるためには 11シスレチナールを復活・

再生する必要がある。ロドプシンの光反応

メカニズムについて河村（2010）を参考と

して、図４にその模式図を示す。 

 

図４．ロドプシンの光反応メカニズム 

 

通常、オールトランスレチナールは網膜

の色素上皮細胞内において暗所で 11 シス

レチナールを再生させることが出来る。イ

カが船影に入り込むのはこのためであろう。

スルメイカの場合、感光性色素としてこの

ロドプシン以外にもレチノクロムという色

素を網膜内に分泌している。このレチノク

ロムはオールトランスレチナールと共存し

て橙色（>560nm）光の下で、11 シスレチ

ナールを再生させることができるという

（Hara & Hara, 1968）。このメカニズムの

概略を図５に示す。 

 

図５．ロドプシンとレチノクロムの共役的

な光反応メカニズム 

 

LEDを利用したイカ釣り新漁法 

 スルメイカが持つ前述の視覚生理特性か

ら、青緑色、白色、橙色 LEDの各々を複合

的に利用した漁法が考えられる。すなわち、

夜間漁船から遠く離れて分散分布している

イカ群を船の近くまで誘引するためには青

緑あるいは白色の LEDが有効であろう。そ

の後、集群したイカ群にイカ角をしっかり

と視認させることのできる視覚機能を持た

せるためには橙色 LEDが有効となる。ただ

し、イカ角のコントラスト強度を維持する

ためには、イカ群が存在する背後から、すな

わちイカの眼に直接照射しない方向から青

緑色 LED をイカ角に照射するか、あるい

は、青緑光のエネルギー量を若干落とすた

めに白色 LED 光を用いることが肝要とな

るであろう。そのためには、イカ群の時空間

的占有位置解明に基づく各 LED 光の指向

性の三次元的配置に工夫を要する。 

 本漁法を実用化させるためには、光褪色

したイカロドプシンが橙色光照射によって

実際に再生し得るか否かの生理学的過程を
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検証した上で、その視覚生理的反応がスル

メイカの光に対する反応行動に反映するか

否かを行動学的に観察する実験過程が是非

とも必要である。筆者が現役研究者であれ

ば、それを調べる構想はあるが、もはや自身

で確認する術はない。この提案に少しでも

興味を抱く若手研究者が現れることを期待

したい。 

 

もう一つの提案（用いるべき光の単位につ

いて） 

 光の強さを表す単位というと、一般的に

は照度（lux）を思い浮かべる。しかし、こ

れはヒトの感度特性を基準として光の強弱

を判断するために用いられる単位であるた

め、感度特性が異なる生物を対象として光

の強さを比較するという場合には相応しく

ない。 

 光は粒子と波動の二つの性質を持つと言

われている。粒子として考えたときの最小

単位を光子 photon と呼ぶ。この光子 1 個

が持つエネルギーはｈ（プランク定数）×ν

（振動数）で表される。プランク定数は 6.63

×10-34（ジュール・秒）である。すなわち、

光が持つエネルギーは色、すなわち波長（振

動数）によって異なり、波長（振動数）の長

い（の少ない）光ほど小さくなる。 

 太陽光はいろいろな波長（振動数）の光か

ら成り、地球上の生物はその光を上手に分

け合って利用している。例えば、植物は光合

成をするときにクロロフィルによって青色

光帯（400～500 nm）と赤色光帯（600～700 

nm）を主に吸収する。青色光は赤色光より

もエネルギーとしては大きいが、光合成の

反応はこのエネルギー量ではなく、クロロ

フィルによって吸収される光子の数が問題

になる。同様に、動物がもつ視物質ロドプシ

ン 1 分子の光化学反応は 1 個の光子で起こ

る。すなわち、反応量はエネルギーではなく

光子の数に依存している。従って、光環境下

における魚類など生物の行動生理現象を調

べる際に使用する光の単位としては、単位

面積、単位時間当たり降り注ぐ光子の数を

意味する光子数量（mol・m-2・s-1）で表す

必要がある。なお、E（einstein）という単

位はモル（mol）と全く同じでアボガドロ数

（6.02×1023個）の集団を意味し、光子数

量は E・m-2・s-1とも表される。 

 一方、太陽光電池の効率などを調べると

きは、入ってくる太陽光エネルギーに対し

てどのくらいの電気エネルギーを作り出せ

るかなどの問題を扱うため、放射照度W・

m-2という単位を使用することになる。生物

の光に対する反応行動を扱う際の光の単位

として放射照度を使用している研究例が未

だに多く見られるが、今後は改めるべきで

ある。ある同じ光源を光子数単位と放射照

度単位で計測した例を図６に示す。 

 なお、以上の使用すべき光単位に関する

見解は、かつて農林水産技術会議の通称光

プロ研と呼ばれた課題「生物の光応答メカ

ニズムの解明と省エネルギー、コスト削減

技術の開発」を担った際に、水産分野以外の

昆虫・害虫分野の課題を担っていた研究者

と私的な意見交換を行った際に一致をみた

ものである。 
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図６．２種類の光強度単位で計測した白色

蛍光灯の分光エネルギー分布 
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