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イカ釣り漁業におけるスルメイカの誘集･漁獲過程に関する研究

四　　方　　崇　　文＊

Studies on the Process of Gathering and Capture of Japanese 
Common Squid in Squid Jigging Fishery

Takafumi SHIKATA＊

Abstract
　　In order to elucidate the process of gathering and capture of Japanese common squid Todarodes 
pacificus, night-time squid jigging operations were conducted by R/V Hakusan-maru （167 gross tons） 
equipped with 78 metal halide lamps （234 kW in total） in the Sea of Japan. The behavior of the squid and 
the changes in catch per unit effort （CPUE） and density of the squid under the vessel were investigated 
during each operation. The following results and conclusions were obtained: （1） Squid schools moved 
around the high-irradiance area formed along port and starboard side of the vessel, and tended to locate in 
fore and aft areas just before they were caught. Therefore, fore and aft areas with low irradiance are 
thought to function as an entrance to the shaded area under the vessel for the squid. （2） When the shaded 
area was eliminated and deformed by lighting of underwater lamp, the squid moved away from the area 
under the vessel and CPUE decreased. Thereafter, when the underwater lamp was turned off, the squid 
immediately gathered under the vessel and CPUE increased. These results indicate that the shaded area 
is essential for gathering the squid under the vessel and capturing them. （3） CPUE increased with 
increasing squid density, but the extent of the increase of CPUE greatly differed by operation. When 
CPUE was extremely high, the increase of CPUE slowed down. The relationship between CPUE and squid 
density （S） was expressed as CPUE=A･S/（B−1+S）, where A is an upper limiting CPUE and B is 
catchability of the squid. Furthermore, B was found to vary greatly among operations. For this reason, it 
was thought that higher squid density does not necessarily bring about more catch.
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　本論は，平成27年度日本水産工学会春季シンポジウム「夜間イカ釣り漁業合理化のための議論」（平成27年5月）
の講演内容を取り纏めたものである。

1． 緒　　　言

灯光でスルメイカTodarodes pacificusを集めて漁獲す
るイカ釣り漁業は江戸時代にさかのぼることができるほ
ど長い歴史を持っている1）。大正時代までは松明や石油
灯が集魚灯（漁灯）として用いられ，昭和初期に電気照
明が導入されたが，当時のイカ釣りは小舟に乗り込んだ
釣子が海面に浮上したスルメイカを釣竿で釣る零細な漁
業であった1），2）。戦後，スルメイカに対する高い需要と
豊富な資源に支えられて，漁船の動力化，大型化，機械
化が進み，漁灯についても白熱灯，ハロゲン灯，メタル

ハライド灯（MH灯）へとその時代の最新の照明技術が
導入され，大光量化・大消費電力化が急速に進んだ1），2）。
漁灯の大光量化は他船よりも明るい船が好漁するという
漁業者の経験を背景に進んできたが，大容量発電機や灯
具類の設備投資が増え，燃油の大量消費にともない燃油
コストが著しく増大するなど漁業経営を圧迫する要因に
もなってきた1），2）。本漁業の高コスト体質の問題はかね
てから指摘され，漁灯の消費電力の上限を規制する取り
組みも行われてきたが，抜本的な改善のないまま現在に
至っており，近年の燃油高騰により問題は一層深刻にな
っている。このような中，発光ダイオードを用いた漁灯
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（LED灯）が省エネルギー技術として注目されるように
なり，過去十数年間にわたって数多くの実用化研究が進
められてきた3）〜7）。しかし，LED灯の漁獲性能はMH灯
より低く，今なお広く普及する状況には至っていない。
LED灯の性能を高めるには灯具設計や設置方法を含め
て配光を最適化する必要があるが8），どの方向にどの程
度の強さで光を照射すればよいかという指針は示されて
いない。また，この指針を考える際の科学的根拠として，
スルメイカの誘集から漁獲に至る過程や対光行動に関す
る知見が重要になるが，それらの知見は少なく断片的で
ある。このような現状を受け，著者は共同研究者ととも
にスルメイカの誘集・漁獲過程を解明するための研究を
進めてきた9）〜12）。本報では，その概要を紹介する。

2． 材料と方法

1）　誘集・漁獲過程の仮説
MH灯点灯時には船体近傍の海面下に高照度域，船底

下に陰影部が形成される。イカ釣り漁業では漁灯が明る
いほど漁獲量が多くなる傾向にあるが13），14），集まった
スルメイカは船底下の陰影部に分布し15），それらの目
は暗順応状態にあることが報告されており16），光の誘
引作用だけで誘集・漁獲過程を説明することはできない。
そこで「夜間表層付近に分布するスルメイカに漁灯の光
が届くとスルメイカは光源方向に遊泳して操業船に接近
するが，操業船近傍の高照度環境には直ちに順応できな
いため，高照度域を避けて船底下陰影部に入り，漁獲さ
れる」という仮説（Fig. 1）を立てた17）。そして，この
仮説を試験操業で実証することにした。
2）　試験操業
2008年から2012年に日本海沖合で石川県水産総合セン

ターの調査船白山丸（総トン数167トン，Fig. 2）によ
るイカ釣り試験操業を行った。操業前にシーアンカーを
投入し，日没後から日出前の夜間に 3 kWのMH灯78灯

を点灯し，自動イカ釣機（東和電機製作所製EX-1PBX）
14台を用いてスルメイカを漁獲した。釣具ラインにはナ
イロンテグスを用いて1.05m間隔で擬餌針24本を連結し，
下端に1.1kgの錘を付け，錘の最大垂下深度を75mに設
定した。操業中には1時間単位で漁獲尾数を計数し，釣
機1台1時間当たりの漁獲尾数（CPUE）を算出した。操
業開始前には深度300mまでの水温と塩分を測定し，操
業開始後には順次漁獲した200尾の外套長を測定した。
3）　船体周囲におけるスルメイカの行動
船底下に入る前のスルメイカの行動と光環境の関係が

明らかになれば，スルメイカを船底下に誘導するうえで
どのような光環境が重要なのか理解でき，漁灯の配光を
考えるうえでも参考になる。そこで，船体周囲のスルメ
イカの動きをソナーを用いて調べることにした。ソナー
画像からスルメイカの反応を抽出するには工夫が必要で
ある。本研究では，漁獲が急増する前に出現･移動･消失
した反応をスルメイカの群れとみなし，その動きを追跡
した。具体的には，白山丸に装備されている全周型スキ
ャニングソナー（古野電気製CSH-81，周波数81kHz）
を稼働させ，操業中の画像を動画ファイルとして保存し
た。一方，白山丸に装備されている釣機にはモーター電
流の変化を負荷値として集中制御盤に表示する機能があ
る。この負荷値は漁獲状況を正確に反映しており，負荷
値と漁獲物の平均外套長から漁獲尾数を推定することも
できる10）。この負荷値を 1 秒間隔でPCに記録し，その
時系列から漁獲が急増した時刻を抽出した。そして，ソ
ナー画像を再生し，漁獲が急増する前に出現･移動･消失
した反応を目視で探し，その中心座標をデジタイザで計
測し，ソナーの俯角とレンジ，送受波器の取付位置を考
慮して船体中央に対する群れの位置を求めた。
4）　船底下陰影部の役割
漁灯点灯時に形成される船底下陰影部はスルメイカの

集群や漁獲において重要な要素と考えられているが15），18），
このことを実証的に示した研究はない。そこで，操業中，
スルメイカが船底下に集群した段階で釣機を停止し，船

Fig. 1　 Hypothesis of squid gathering and capture process in 
squid jigging fishery.

Fig. 2　 Arrangement of metal halide （MH） lamps and echosounder 
transducers on R/V Hakusan-maru.
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度を測定するための窓として壁面のビニールにコの字型
の切れ目を入れた。夜間に水中灯を点灯し，切れ目を 1
ヵ所ずつ開き，この部分に照度計を押し当てて照度を測
定した。この測定値を初期値とし，水槽壁面の光吸収，
拡散減衰および海水中での消散を考慮して水中灯周囲の
距離別照度を計算した。そして，MH灯点灯時の照度分
布に水中灯周囲の照度を加算したものを水中灯点灯時の
照度分布とした。

3． 結　　　果

1）　船体周囲におけるスルメイカの行動
解析対象とした89回の操業のうち32回の操業で合計106

群の移動経路を調べることができた（Fig. 3）。スルメ
イカの群れの追跡時間は25〜601秒（平均166秒），船体
中央からの水平距離は12〜123m（平均60m），分布深度
は12〜66m（平均33m），移動速度は0.17〜1.69m/s（平
均0.72m/s）であり，全体的に群れは船体を周回するよ
うに移動することが分かった。釣機の負荷値と漁獲物の
平均外套長から推定した漁獲尾数は 6 〜264尾/群（平均
64尾/群）であった。群れの追跡開始位置と終了位置を
比較したところ（Fig. 4），船体中央からの水平距離は
追跡開始時には65±19m（平均±標準偏差），追跡終了
時には45±18mであり，追跡中に群れが船体に接近して
いることが分かった。船体周囲を90度ずつ前後左右の 4
区画に分け，群れの分布の偏りを 2| 検定で調べたとこ
ろ，追跡開始時には前23群，後20群，右25群，左38群で
偏りは認められなかったが，追跡終了時には前41群，後
32群，右18群，左15群で有意（p＜0.001）な偏りがみら
れ，漁獲直前には群れは船体前後区画に偏って分布する
ことが分かった。一方，MH灯点灯時の深度40cmの水

首または船尾から垂下した水中灯を点灯・消灯し，これ
により陰影部を消失・出現させ，その間のスルメイカの
動きを魚群探知機（古野電気製FCV-1200L，周波数
107kHz）とソナーを用いて調べた。本実験では点灯が
速やかで明るさの調節が容易なLED水中灯（拓洋理研製
LW-600C）を用いた。また，操業中 1 時間単位で水中
灯の点灯と消灯を繰り返し，CPUEが変動するかどうか
を調べた。点灯時と消灯時のCPUEの比較はWilcoxonの
符号付順位和検定によった。
5）　スルメイカの分布密度と漁獲量の関係
漁灯を使用する漁業では対象生物をより多く濃密に集

めることが漁獲量の増加につながると考えられている
が19），イカ釣り漁業では集群状況と漁獲量の関係は調
べられていない。そこで，計量魚群探知機で船底下のス
ルメイカの分布密度を計測し，分布密度とCPUEの関係
を明らかにした。具体的には，操業中 1 時間につき少な
くとも10分間，釣機を停止し，計量魚群探知機（SIMRAD
製EK60システム，周波数70kHz）を用いて深度15〜70m
に分布するスルメイカの平均体積戻り散乱強度を計測し
た。この値を自然法（スプリットビーム法）で推定した
スルメイカ 1 尾当たりの戻り散乱強度で除して分布密度
を算出した。さらに，分布密度とCPUEの関係が事前に
想定した数理モデルに当てはまるかどうかを検討した。
以上の調査結果から，分布密度が高くなった段階では漁
灯を減点灯してもCPUEはあまり低下しないことが予想
された。そこで，MH灯78灯を点灯した状態を全点灯

（M78），MH灯24灯または5kWハロゲン灯10灯を点灯し
た状態を減点灯（それぞれM24およびH10）とし，スル
メイカが集群した操業中盤以降，全点灯と減点灯を 1 時
間単位で繰り返す実験を行った。全点灯時と減点灯時の
分布密度とCPUEの比較はWilcoxonの符号付順位和検定
によった。
6）　海中照度分布
石川県能登町沖で夜間に白山丸のMH灯78灯を点灯し

て照度（放射照度）分布を測定した。白山丸の左舷側に
シーアンカーを投入し，右舷正横方向と船首前方の測定
線上の12ヵ所で船外機船を定位させ，船外機船から深度
計（アレック電子製ATD-HR）を取付けた分光照度計

（アレック電子製AL8W-CMP）を垂下し，距離120m・
深度50mまでの下方向照度を測定した。また，同照度計
とGPSロガーを取付けた浮体を船外機船で曳航し，船体
周囲120m範囲の海面下40cmの下方向照度を測定した。
LED水中灯の照度分布については，技術的に洋上測定
が困難であるため，水槽内で配光を測定し，計算により
照度分布を推定した。具体的には，海水を満たした透明
ポリカーボネート製円形水槽（直径140cm）内に水中灯
を横向きに懸架し，光の反射を抑えるために水槽壁面と
水面に黒色ビニールフィルムを張付け，全周24方向の照

Fig. 3　 Horizontal movement of squid school around the vessel 
during operations.
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る途中に擬餌針から外れて海にもどることはあるが，漁
獲物になったスルメイカが海にもどることはない。この
漁獲過程は式 1 のように表現できる。

J S Js J C
k2

k1 k3

E "+ +  ……⑴

この漁獲過程は酵素反応系に類似しており，スルメイカ
の分布密度とCPUEの関係はミカエリス・メンテン式20）

と同様に以下のように導くことができる。即ち，船底下
のある一定空間におけるスルメイカの個体数（分布密
度）をS，擬餌針数を J，結合体数を Jsとし，さらに
式 1 の矢印で示す各過程の速度を規定する係数を 1k ，
k2，k3とすると，スルメイカと擬餌針から結合体が形
成される速度はk1･J･S，結合体がスルメイカと擬餌針
にもどる速度はk2･Js，結合体から漁獲物が得られる速
度はk3･Jsと表現できる。ここでJsが一定の準定常状態
を考えると式 2 が成立する。擬餌針の総数JtはJとJsの
和であり，式 3 が成立する。式 3 のJを式 2 に代入し，
Jsについて解くと式 4 を得ることができる。CPUEは式
5 で表わすことができ，これに式 4 を代入し，k3･Jtを
A，k1 /（k2 + k3）をBと表記することで式 6 を得るこ
とができる。 

2 31 J S Js Jsk k k$ $$ $ = +  ……⑵

J J Jst= -  ……⑶

/2 3Js J S/t Sk k k1$ + += ]] g g ……⑷

平面照度は船体左右で高く，船体前後で低かった（Fig. 
4）。船体正横方向の鉛直面照度を調べたところ（Fig. 
5a），船体左右近傍の海面下に高照度域が形成され，高
照度域の舷外方向側は等照度線が鉛直方向にやや切り立
った照度分布になっており，高照度域の舷外方向側に隣
接して低照度域が広がっていた。船首前方については，
照度は船体近傍の海面付近でも極めて低く，低照度域の
み広がっていた。
2）　船底下陰影部の役割
MH灯点灯時には，船体近傍の海面付近から斜め下方

向に光が強く入射しており，船底下に扇状の陰影部が形
成されていることが確認できた（Fig. 5a）。船底下に垂
下した水中灯を点灯したときの照度を計算したところ，
陰影部が部分的に消失し，その形状が損なわれることが
分かった（Fig. 5b）。操業時に深度50mに垂下した水中
灯を点灯・消灯し，スルメイカの行動を魚群探知機とソ
ナーで調べたところ，水中灯消灯時にはスルメイカは深
度20〜80mの船底下に分布しているが，水中灯を点灯す
ると水中灯より上層に分布するスルメイカが半径約30m
の範囲にわたって逃避する様子が観察された（Fig. 6）。
次に水中灯を消灯すると，水中灯より上層の船底下にス
ルメイカが再び集群することが分かった。陰影部と漁獲
の関係を調べるため，水中灯を深度50mに垂下して1時
間単位で点灯と消灯を繰り返したところ，CPUEは水中
灯を点灯すると低下し，消灯すると上昇した（Fig. 7）。
3）　スルメイカの分布密度と漁獲量の関係
イカ釣り漁業では，スルメイカ（S）が擬餌針（J）に

掛かり，両者の結合体（Js）が形成され，これが船上に
引上げられて分離することでスルメイカは漁獲物（C）に
なる。結合体を形成したスルメイカが船上に引上げられ

Fig. 4　 Horizontal position of squid school at start and end 
of tracking, and distribution of irradiance （W/m2）
between 350 nm and 700 nm at 40 cm depth.

Fig. 5　 Vertical distribution of irradiance （W/m2） between 350 
nm and 700 nm in port-starboard direction of the vessel 
during lighting of shipboard MH lamps. 
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CPUE= 3 Jsk $  ……⑸

CPUE= A B SS/ 1
$ +-] g ……⑹

k3･Jtは全ての擬餌針にスルメイカが掛かったときの
CPUEであり，よってAはCPUEの上限値である。また，
スルメイカが擬餌針から外れて海にもどる割合が操業毎
に大きく変動することはないと考えられ，船上で結合体
が分離して漁獲物が得られる割合はほぼ100%であるた
め，k2とk3は概ね一定とみなすことができる。従って，
Bは主にk1によって変動する値であり，スルメイカの
釣られやすさの指標になる。式 6 によると，分布密度
の上昇とともにCPUEは上昇するが，CPUEが極めて高
くなるとCPUEの上昇は頭打ちになる。また，分布密度
が同じでも釣られやすさBが高まればCPUEは上昇する。

分布密度とCPUEの間に式 6 で示される関係があるか
どうかを試験操業で調べた。66回の操業で分布密度を測
定し，分布密度とCPUEの両方またはいずれかがそれぞ
れ0.06尾/m3以上および200尾以上に達した16回の操業を
解析対象とし，そのうち 4 回の結果をFig. 8に示した。
操業中には分布密度とCPUEはいずれも上昇する傾向に
あったが，両者の関係は操業毎に異なっていた。2009年
8 月22日と2012年 9 月22日の操業では分布密度の上昇に
ともないCPUEは大きく上昇し，CPUEが極めて高くな
るとCPUEの上昇は頭打ちになった。これに対して，
2010年 9 月11日と2012年10月18日の操業では分布密度は
高くなったもののCPUEはあまり上昇しなかった。分布
密度は同程度でもCPUEは大きく異なることから，操業
毎にスルメイカの釣られやすさが異なると考えられた。
そこで，式 6 を最小二乗法で実測値に近似させることで

Bを求めた（Fig. 8）。なお，1995年から2012年に白山
丸で実施した操業で得られた最大CPUE（965尾）をA
とした。その結果，近似曲線と実測値はほぼ一致し，B
はCPUEの上昇が大きい操業では高く，CPUEの上昇が
小さい操業では低かった。

分布密度が高いほど分布密度の上昇に対するCPUEの
上昇は緩やかであり，CPUEが極めて高いときやスルメ
イカが釣られ難いときにはCPUEの上昇が一層緩やかと
なる。このため，分布密度が高くなった段階であれば，
漁灯の点灯数を減らして分布密度が多少低下したとして
も，CPUEはあまり低下しないことが予想される。そこ
で，操業途中にMH灯を減点灯する実験を12回の操業で
行い，そのうち10回の操業で分布密度を測定した。全点
灯時（M78）と減点灯時（M24およびH10）の分布密度
を比較したところ，全ての操業で分布密度は全点灯時よ
りも減点灯時に高かった（Fig. 9）。CPUEはM78よりも

Fig. 6　 Changes in echogram （left） and sonar image （right） 
with lighting and no lighting of underwater lamp. 
Underwater lamp was set at 50 m depth. 

Fig. 7　 Changes in catch per unit effort （CPUE） with lighting 
and no lighting of underwater lamp. Underwater lamp 
was set at 50 m depth. Bar indicates the mean value. 
inds, individuals. 

Fig. 8　 Relationship between catch per unit effort （CPUE） and 
squid density （S） under the vessel. Dashed line is the 
fitting curve expressed as CPUE=A･S/（B−1+S）, where 
A is an upper limiting CPUE （965 inds/machine-hour） 
and B is catchability of the squid. inds, individuals.
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M24で高くなることが多く，全操業の平均値もM24でや
や高かった。M78とH10の比較でもCPUEの平均値は
H10でやや高かった。

4． 考　　　察

1）　誘集・漁獲過程
スルメイカの群れの位置を追跡したところ，群れは船

体周囲を移動しながら徐々に船体に接近し，漁獲前には
概ね船体前後付近に位置することが明らかになった。従
って，スルメイカは船体前後付近から船底下に入るもの
と推察される。追跡開始時の群れの水平距離は平均65m
であり，スルメイカは高照度域の外側に隣接する低照度
域を移動していると考えられる。船体前後では船体近傍
でも照度は極めて低いため，船体左右の高照度域に隣接
する低照度域は船体前後付近で船底下陰影部に連なって
いる。従って，スルメイカは船体周囲の低照度域を移動
し，その低照度環境が船底下陰影部へと連続する船体前
後付近を利用して船底下に入ると考えられる。つまり，
船体前後の低照度域はスルメイカが船底下へ入る際の入
口として機能していることになる。

船底下陰影部の役割を明らかにするため，船底下に垂
下した水中灯を点灯･消灯して陰影部を消失･出現させる
実験を行ったところ，スルメイカは水中灯点灯時には船
底下から逃避し，水中灯消灯時には船底下に集群し，逃
避･集群に連動してCPUEは低下･上昇することが明らか
になった。この結果から，陰影部には船体周囲に集めた

スルメイカを船底下に誘導･集約して，漁獲に結び付け
る機能があると考えられる。

スルメイカの誘集過程に加えて，船底下に集群したス
ルメイカが漁獲物になる漁獲過程についても研究した。
船底下のスルメイカの分布密度とCPUEの関係を調べた
と こ ろ， 分 布 密 度 の 上 昇 と と も にCPUEは 上 昇 し，
CPUEが極めて高くなるとCPUEの上昇が頭打ちになる
こと，分布密度の上昇にともなうCPUEの上昇幅は操業
によって著しく異なること，分布密度とCPUEの関係は
モデル式 6 で概ね表現できることが明らかになった。
スルメイカの釣られやすさ（B）は操業毎に異なり，
CPUEはBの影響を受けて著しく変動することから，ス
ルメイカを濃密に集めるほど漁獲量が多くなるとは限ら
ないことが分かった。

一方，スルメイカが操業船周囲に集まる過程について
は，共同研究者によるスルメイカの放流実験によって調
べられている21）。即ち，手釣りしたスルメイカに小型
の音響発信機を取付け，それらを操業中の白山丸から
0.25〜 2 海里離れたところで放流し，それらが白山丸の
周囲に到達するかどうかを音響信号を受信して調べた。
その結果，放流個体のうち約半数が白山丸に到達し， 2
海里離れたところからでも放流個体は白山丸に集まって
くることが明らかとなり，MH灯はスルメイカを広範囲
から効率よく集めていることが示されている。

これまで，スルメイカの誘集・漁獲過程は謎であった
が，一連の研究により，MH灯は広範囲からスルメイカ
を集めていること，船体周囲に集まったスルメイカは高
照度域を避けて船体前後の低照度域から船底下に入るこ
と，スルメイカを船底下に誘導して漁獲するうえで陰影
部は必須の要素であることなどが明らかになった。これ
らの結果は当初の仮説に合致しており，仮説はほぼ実証
されたと考えられる。
2）　研究成果の応用
スルメイカの誘集・漁獲過程に基づくと，より広い範

囲からより多くスルメイカを集めるには遠方を強く照ら
すように漁灯を設計・設置する必要がある。また，集め
たスルメイカを効果的に船底下に誘導して漁獲するには，
船体前後の低照度域や陰影部を損なわないように漁灯を
設置する必要がある。一方，操業途中にMH灯を減点灯
すると分布密度が上昇し，CPUEもやや上昇することが
多かったことから，集めたスルメイカを船体周囲に留め，
それらを船底下に誘導して漁獲するうえで，船体近傍は
それほど明るくなくても良いと考えられ，明るすぎる環
境がスルメイカの船底下への誘導を妨げている可能性も
考えられる。初期のLED灯の性能評価試験では3），5），光
を効率良く海中に入射させることに重点を置き，指向性
の強いLED灯を船体近くの海面に向けて設置していた
が，このような手法ではスルメイカを広く集めることが

Fig. 9　 Changes in catch per unit effort （CPUE） and squid 
density under the vessel by reduced lighting. 78 metal 
halide lamps （M78）, 24 metal halide lamps （M24） or 10 
halogen lamps （H10） were lit. Circles connected by a 
dashed line are values obtained in the same operation. 
Bar indicates the mean value. inds, individuals.
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できないうえ，高照度域が過剰に明るくなり，スルメイ
カを船底下へ誘導するうえでも不利であった可能性があ
る。また，スルメイカは低照度域を利用して船体に接近
するという知見は特に重要であり，低照度域を如何にデ
ザインするかが漁灯利用の鍵であることを意味している。
漁場内で低照度域を広く作りだすという点では，大光量
船が船間距離をあけて操業するよりも小光量船が多数操
業するほうが効率的である。1950年代から1960年代，イ
カ釣り漁業は白熱灯数灯をつけた小規模漁船で営まれて
いたが1），年間の総水揚量は現在よりも多かった。当時
の操業に学ぶべき点があると思われる。

これまで，LED灯の実用化研究は試行錯誤で行われ
てきたが，今後は誘集･漁獲過程を踏まえたうえで，合
理的にLED灯を設計・設置して使用することが大切で
ある。現用のMH灯についても，操業途中に適宜減点灯
することで漁獲量を減らさずに燃油節減できる可能性が
あり，使いこなしの点で工夫の余地がある。以上の知見
や技術改善の可能性については，共同研究機関の成果も
含めて「イカ釣りLED漁灯活用ガイド22）」として取り
まとめられ，全国の漁業者に配布されている。今後，そ
れらの知見が現場で活用されることを期待する。
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