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はじめに
　農林水産技術会議の実用技術開発委託事業の成果
としてイカ釣りLED漁灯活用ガイド、2013が纏め
られ、イカが漁船に集まり漁獲に至る過程を明らか
にするとともに、LED漁灯の操作方法が例示され
ました。さらに、国立研究開発法人水産研究・教育
機構の開発調査センターが中心となり、メタルハ
ライド漁灯とLED漁灯の比較操業を行うとともに、
LED漁灯の実装へ向けた提案などがイカ釣りLED
漁灯活用ガイドⅡ、2021として纏められました。
　しかし、この度筆者がイカ釣り漁業を基幹漁業と
している函館市漁業協同組合所属のイカ釣り漁業者
にアンケート調査を実施したところ、未だにLED
漁灯の普及率が低いことが明らかになりました。そ
こで、単波長から成るLED漁灯の光学的特徴につ
いて、これまで述べられなかった事柄について紹介
するとともに、旋網や棒受網などの網漁業とは異な
り、イカ角を視認し捕捉することによってはじめて
漁獲に至るイカ釣り漁業で使用する集魚灯光が海中
に作る光環境について再吟味することにしました。

LEDの光学的特徴
１.　空中や海中での光の減衰
　一般的に、I0を光源の光強度、Iをある測点での光
強度、I0から測点までの距離をxとすると、光の空
中での減衰は距離xの逆数の自乗に比例するため、I
＝（1/x2）＊I0という関係が成立すること、また、海
中での減衰率μは指数関数曲線、すなわちI＝I0 e−μx

という関係が成立することが知られています。海中
の等照度曲線を画く場合には、こうした関係を考慮
して図式化できます（佐々木、1953；今村、1968；
柳川、1973；小倉ら、1985；長谷川ら、1989；崔ら、
2003）。
　さらに、森川ら、2010はメタルハライドランプを
想定して、風浪による海面の波立ちおよび光源の数

や配列距離などを考慮して、法線照度分布を作成し
ています。
　本稿では、先ず単色光から成るLEDを光源とす
る光についても光の減衰に関わる基本的項目が成立
するのか否かを光計測単位として光子数量値で調べ
た実験を紹介します。
　水産工学研究所測器電子機器実験棟の球面波水槽
を利用して下方向光子数量計測を行いました。水面
から353 mmの距離に３種類のLED光源（日亜化学
工業株式会社）をそれぞれ設置し、そこから水槽内
に照射される光子数量を水平方向に３箇所、鉛直方
向に５箇所の計15箇所で波長別光エネルギー分析
装置LI-1800（Licor,  inc.）を使用して測定しました。
この計測実験系を図１に、またこのとき使用した各
LED光源の波長特性を図２に示します。
　各LED光源の最大光子数量波長は青色光が
465 nm、緑色光が562 nm、赤色光が640 nmです。
計測の結果、３種類の光源とも空中では距離の逆数
の自乗に比例して減衰することが概ね確認されると
ともに、水中での光子数量の分布は、光源直下では
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水深が深くなるほど指数関数的に少なくなる傾向が
認められました。

２.　海中に入射する光の波長依存性
　光特性の基本事項として、スネルの法則を図３に
示す入射光、屈折光の関係でまとめてみます。

　入射角α、屈折角β、入射光の媒体の屈折率n1、
屈折光の媒体の屈折率n2とすると、n2/n1=sin α/
sin βという式で表すことができます。空中から水
中への入射光の場合は空気の屈折率n1は１ですから、
n2=sinα/sin βとなります。水の屈折率はほぼ1.333
として扱われますが、実は光の屈折率には波長依存
性があり、図４のようになることがわかっています
（http://techno-synergy.co.jp/nkd_appli/ex-DF450.
html）。
　また、海水となると屈折率は図５に示すようにな
り、例えば、一般的に魚の暗所視感度が高い500 nm
（長谷川、2014）の波長光の海水の屈折率はほぼ1.343
と見積もられます。
　こうした現象を考慮すると、例えば、メタルハラ
イドランプのような複合光から成る入射光が入射

角45度の条件で海中に入射する場合、400 nmから
700 nmの可視光範囲では図６に示すような屈折光
光路を呈します。そして、光路長１海里に相当する
水深では400 nmと700 nmの両光間の水平距離はお
よそ10 m離れていると見積もられます。図のように
漁船から照射された色光が海中に入射した場合、そ

図２　光子数量計測試験に供した３光源の波長特性

図３　入射光・屈折光についてのスネルの法則

図４　真水の屈折率の波長依存性

図５　海水の屈折率の波長依存性

図6　可視光波長範囲の複合光が海中に入射したと
きの分光現象
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の色光の青色成分の光は赤色成分の光よりも漁船寄
りに照射されることになります。ただし、実際には
光は拡散するため、プリズムのように波長毎に分離
するわけではありません。
　さらに、海面から３mの距離に設置した光源の光
子数量を仮に１μmol m−2 s−1すなわち、6.02×1017 
photons m−2 s−1として、この光源から海面での入射
角を例えば、33度から４度刻みで53度まで６段階に
設定し、波長500 nmの単色光が海中に入射した場
合の法線方向等光子数量曲線を水中での光の減衰が
指数関数的、すなわちI＝I0 e−μxに従っているものと
して画くと図７になります。ただし、ここでは海水
の消散係数μをSmith and Baker（1981）が計測し
た結果（図８）に従って0.03としました。
　崔ら、1997の結果（図９）に代表されるように、
漁灯の海水中での等照度曲線は図７のような同心円
様にはなりません。
　これは、森川ら、2010が述べたように、例えば、
ビューフォート風力階級が４の場合のように波立つ
海面では、入射角が大きくなるときの海面反射率が
低下するため、光源から離れるほど海面下に入射す
る光の割合が増加する現象と空中での光の減衰はご

く僅かであることを反映した結果と言えます。また、
海水中には各種プランクトンやその死骸であるマリ
ンスノー、あるいはいろいろな懸濁物質が存在しま
す。そうした海水中に存在する粒子による光の散乱
現象は短波長光ほど顕著なため明暗のグラディエー
ションが逆転する現象が観察される可能性もありま
す。
　さらに、消散係数も一様ではありません。海水中
の光子数量を計測し、等光子数量曲線を画くと光の
減衰が同心円様にはならずに、こうした影響が複合
的に反映した曲線が画かれることになります。
　
スルメイカにとってのイカ角の視認性
１.　イカ角とLED漁灯の波長特性
　スルメイカの視感度特性でイカ角をどのように見
ているのかを図10に示す実験系によって推察しま
した。
　イカ釣り漁業で使用する漁灯光源としてフィー

図7　6.02×1017 photons m−2 s−1の光子数量
を持つ光源から照射された波長500nmのLED光が
入射角33度から４度刻みで53度までの範囲で海中
に入射した場合につくる法線方向等光子数量曲線

図8　海水の消散係数の波長依存性
（Raymond, et. al, 1981引用）

図9　線光源モデルによる水中等照度曲線
（崔ら、1997引用）
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ドバック式分光光源PVL-3300（朝日分光株式会社）
を使用して400 nmから50 nm刻みで600 nmまでの単
色光を無反射暗幕の上に置いた10種類のイカ角に照
射しました。その映像をスルメイカの視感度特性に
ほぼ適合すると考えられるバンドパスフィルター
BPB50（富士フイルム株式会社）を通してデジタル
カメラで撮影しました。結果を図11に示します。
　ここで、スルメイカの視感度特性はショ糖密度勾
配法によって抽出した直後の視物質の波長別吸光度
を測定し、さらにその直後、シャープカットフィル
ターSC56（富士フィルム株式会社）を介した人工
的光を２分間照射し、所謂光褪色後の波長別吸光度
を同様に測定しました。その後、両吸光度値の差
の絶対値が最大となる波長をスルメイカの視物質
の最大吸収波長λmaxとしました（Hara and Hara, 

2012）。測定結果を図12に示します。

　スルメイカは色覚を持たないため、図11に示し
たような白黒のコントラストでイカ角を見ていると
考えられます。６番のイカ角の場合、様々な波長で
照射された場合でもコントラストが視認されますが、
それはこのイカ角には蛍光塗料が塗られていたため
です。この結果から、スルメイカの視感度特性にほ
ぼ合致した波長特性を持つ漁灯で照射されたときに
最も強いコントラストが生じることがわかります。

図10　スルメイカはイカ角をどのように視認して
いるのかを調べる実験系

図11　様々な波長特性（400～600 nm）を持つ漁灯で照射されたイカ角の見え方

図12　差吸光度法により測定したスルメイカ視物
質の褪色前後の吸光度曲線
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すなわち、LED漁灯としてスルメイカの視感度特
性と合致した波長特性を持つ漁灯が最も視認性が高
いと言えるでしょう。現在、サンマ棒受網漁業で使
用されているLED光の波長特性もサンマ視物質の
λmax値の分析結果から決められました（長谷川・
有元、2010）。
　
２.　イカ角の視認性と海中の光環境条件
　前述の実験条件は、スルメイカにとって漁灯の照
射が順光条件である場合、すなわち、スルメイカ
の背後からLED漁灯がイカ角に向けて照射されて
いる光環境です。スルメイカとイカ角を照射する
LED漁灯とが相対する方向、すなわち、逆光条件
の場合はどうでしょう。各場合のイカ角視認の様子
を図13に模式的に示します。

　逆光条件でスルメイカがイカ角を見る場合、その
視軸方向にLED漁灯が位置するため、スルメイカ
にとってはかなりまぶしいはずです。しかし、スル
メイカの眼の虹彩には遮光機能（稲田ら、1995；
1996、高山ら、1998）があり、例え逆光条件であっ
たとしても、その強過ぎる光に対応できると想像で
きます。ここで、球面波水槽を使用した計測結果を
元に作成した光環境での順光条件と逆光条件となる
場合に関して模式的に図14に示します。
　図中のBの位置を遊泳するスルメイカはシルエッ
トとしてのイカ角を視認することになります。イカ
角は釣り機によって常に上下動を繰り返したり、潮
流に吹かれたりすることによって見え方にゆらぎが
生ずることになります。Matsunaga and Watanabe, 
2012はメダカが餌生物である動物プランクトンの運
動パターンから動物特有の動きを瞬時に視覚的に抽
出し、それが生物学的1/fゆらぎで特徴付けられる
ことを示し、捕獲に利用していることを明らかにし
ました。光源がLEDのような単色光である場合と

メタルハライドランプのようにスルメイカの視感度
特性とは多少異なる波長光も含む複合光である場合
とで、スルメイカのイカ角の見え方に特徴的なゆら
ぎの相違が生ずる可能性があります。イカが釣れる
か釣れないかのヒントがここに隠されているかも知
れません。
　
３.　イカ角の見え方の1/fゆらぎ解析 
　スルメイカがイカ角を視認する際には、順光条件
下であろうと逆光条件下であろうと背景とのコント
ラスト比の変動の様相、すなわち、ゆらぎの影響を
少なからず受けることが想像されます。例えば、白
色の輝度が500 cd m−2で黒色の輝度が１ cd m−2のと
きのコントラスト比は500：１となります。
　https://webaim.org/resources/contrastchecker/
によって、白と黒の濃さのコントラスト比を求めた
結果の対照例を図15に示します。
　いま、スルメイカが視認するイカ角と背景とのコ
ントラスト比を１：１から１：21の21段階と仮定し
て、スルメイカに対して提示される任意のコントラ
スト比の時系列変化の４つのパターンを想定します。
そして、その各時系列変化をフーリエ変換すること

図13　順光条件でのイカ角の見え方（A）と逆光
条件でのイカ角の見え方（B）

図14　漁灯下の光環境とスルメイカの
イカ角の視認状況
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によって周波数とパワースペクトルとの関係を求
めました。なお、高速フーリエ変換にはVectorの
FFT-PLOT-F-R8を利用しました。各パターンの結
果を図16〜19に示します。
　各コントラスト比の時系列変化パターンを高速
フーリエ変換し、得られる周波数とパワーの関係を
対数グラフで表し、両者の回帰式の傾きが−１に近
ければ1/fゆらぎが観察されることになります。
　図16のコントラスト比の変動パターンは乱数の
発生に準じて作成したものであり、周期性が全く見
られない場合の結果であり、傾きは0.1265となりま
した。
　図17のコントラスト比の変動パターンは様々な
波長光を含むメタルハライドランプなどの複合光を
想定した場合で、コントラスト比の値として最小値
１と最大値21の範囲内を規則的に段階的に変化させ
ました。そして、このときの傾きは−0.947となり
ました。
　図18のコントラスト比の変動パターンは単色光
から成るLEDを想定した場合で、コントラスト比
の値として中間的な値の発生は無く、最小値１と最
大値21を交互に変化させました。そして、このとき
の傾きは0.5381となりました。
　図19のコントラスト比の変動パターンはその変
動にフラクタル構造が観察される場合を想定し、こ
のときの傾きは−0.768となりました。
　以上の結果から、イカ角が示すコントラスト比の
変動パターンが1/fゆらぎを呈するのは、メタルハ
ライドランプなどの複合光やその変動にフラクタル
的構造が見られる場合です。それに対してコントラ
スト比をランダムに発生させた場合やLEDによっ
て照射されたイカ角のコントラスト比は1/fゆらぎ
を呈していないと言えそうです。和田、2015はイカ
釣り機のシャクリのパラメータに着目し、1/fゆら

図15　WebAIMのContrast Checkerから
求めたコントラスト比

図16　ランダムに発生させたコントラスト比の時
系列変化（上）とパワースペクトル（下）

図17　メタルハライドランプなど複合光を想定し
たコントラスト比の時系列変化（上）とパワースペ
クトル（下）
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ぎを試験的に実装して漁業者のシャクリとの比較を
試みました。しかし、シャクリのパラメータのみで
は、漁業者の漁獲の方が勝る結果を得ました。各種
漁灯がつくる光環境下におけるイカ角の視認性がス
ルメイカのイカ角に対する捕捉行動に影響を与える
と考えると、コントラスト比の変化に着目する必要
があるでしょう。

イカ釣り漁場で使用すべき光の単位
　何故、光の単位として放射照度ではなく、光
子photonを使用するのかについては、長谷川、
2015a；2015bで概説しましたが、さらに詳しくそ
の理由を説明します。　
　http://www.photosynthesis.jp/light.htmlによると、
光子１個のエネルギーは、実は、光の色によって違
います。短波長の光ほどエネルギーが大きく、長波
長へ行くに従ってエネルギーが小さくなります。ク
ロロフィルは、吸収帯を２つもっていて、青い光
（400−500 nm）と赤い光（600−700 nm）を主に吸
収しますが、当然この２つの領域では光子１個の
持っているエネルギーは違います。しかし、光合成
に利用できる部分は、実は同じなのです。光合成の
反応は、クロロフィルが光子を１つ吸収すると起こ
る反応で、その反応は、光子がどの程度のエネル
ギーを持っているかによりません。光子を吸収する
回数が勝負なのです。つまり、逆に言えば、赤い光
よりも高いエネルギーを持つ青い光を吸収した時は、
そのエネルギーの差の部分は無駄になります。つま
り、光をエネルギーで測定した場合には、その波長
によって、どれだけ光合成ができるかが違ってしま
うわけです。そこで、光子の数を数える、つまり光
量子束密度を光の単位として使って、どの波長でも
同じ結果が得られるようにするわけです。
　このような状況は、実は光合成の場合に限られる
わけではありません。例えば人間の目の視覚におい
て光受容体が光を吸収する場合も同じです。もちろ
ん、スルメイカが光を受容するときも全く同じです。
　基本的に、特定の吸収スペクトルをもつ光受容体
が起こす光化学反応では、必ず光量子束密度が重要
になります。光によって引き起こされる化学反応は、
基本的には「起こる」「起こらない」の二者択一で
すから、エネルギーではなく、量子数が重要になる
わけです。化学の分野、生物学の分野では、量子数
が基本となります。これに対して、工学や物理学の

図19　フラクタル構造を持つコントラスト比の時
系列変化（上）とパワースペクトル（下）

図18　LEDなど単色光を想定したコントラスト比
の時系列変化（上）とパワースペクトル（下）
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場合は、求めるものが異なります。例えば、太陽電
池の効率などの場合には、入ってくるエネルギーに
対して、どれだけのエネルギーを出力できるのかが
重要になりますから、量子数ではなく、エネルギー
によって考える方が適切となります。イカ釣り漁業
の場合、光によってイカを誘引させるとともにイカ
角を視認させることが重要なわけですから、本稿で
使用している光子数量を表すphotons m−2 s−1という
単位を使用する必要があります。
　6.02×1023 photons m−2 s−1、すなわち１mol m−2 s
−1の光子数量のときの波長別の放射照度値 W m−2を
図20に示します。

　スルメイカがイカ角を視認するという視覚行動に
影響を及ぼす光環境を表現するための計測単位とし
て、放射照度ではなく光子数量を適用するのが望ま
しいと言えるでしょう。
　
函館市漁業協同組合所属イカ釣り漁船アンケート調
査結果
　函館市漁業協同組合所属のイカ釣り漁船は17隻ほ
どで、その内アンケートの回収率は少なく、僅か３
隻からでした。内訳は7.9トン1隻、9.7トン２隻です。
調査項目は、LED灯使用の有無、LED灯のみを使
用している場合の理由、LED灯以外の集魚灯との
併用の有無、併用している場合はその理由、LED
灯を使用している場合の電力量、LED灯を全く使
用していない場合の理由、LED以外の使用してい
る集魚灯の種類、そして今回の調査にあたり同封し
た２冊のLED漁灯活用ガイドを読んだことがある
かどうかなどの設問です。
　回答をいただいた３隻ともLEDは使用せず、い
ずれも設備投資する余裕がないことを理由に挙げて

いました。原因としては、近年の不漁や老齢化です。
そして集魚灯としてはLED灯ではなく、白熱灯や
ハロゲン灯を挙げていました。活用ガイドはいずれ
の漁船も目にしていないようです。低い回答率でし
たが、同組合所属のほとんどの小型イカ釣り漁船は
LED灯を使用していない模様です。（以上、2021年
12月10日現在）
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