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１．はじめに

　灯光でスルメイカ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

を持っています。大正時代までは松明や石油灯など

燃焼光源を用いた手釣りであり（図１）、昭和初期に

電気照明が導入されてからもしばらくは海面近くに

浮上してきたスルメイカを手釣りする零細な漁業で

した６１ O）。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、漁船の動力化、大型化、機械化

が進み、船上集魚灯（漁灯）についても白熱灯、ハ

ロゲン灯、メタルハライド灯（Me灯）へとその時

代の最新の照明技術が導入され、漁灯の大光量化・

大消費電力化が急速に進みました６１ O）。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

経験や漁船間の漁獲競争を背景に進んできましたが、

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ました６１ O）。こ

のような問題に対して、６ＥTO年の日本水産学会春季

大会シンポジウムP）において、科学的知見に基づい

た漁業体系を確立することの重要性が指摘されまし

たが、その後もスルメイカが集まるメカニズムや光

量と集魚効果の関係に関する知見が十分でないまま

漁灯の大光量化が進みました。そして、過当競争と

も言える状況になった大光量化に歯止めをかけるた

め、６ＥＥT年に漁灯の消費電力の上限を小型船で

６Ｄ５kt、中型船でOR５ktとする自主規制が定めら

れました。しかし、イカ釣り漁業の高コスト体質は

依然として続いており、近年の燃油高騰により問題

は一層深刻になっています。

　イカ釣り漁業の高コスト体質を改善するには漁灯

の消費電力を抑えて発電機関の燃油消費を少なくす

る必要があります。このため発光ダイオード（iED）

を用いた漁灯（iED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

数多くの実用化試験が行われました９２Ｄ）。しかし、

iED灯の漁獲性能はMe灯より低く、性能向上のた

めの有効策も見出せずにいました。そこで、筆者は

スルメイカの誘集から漁獲に至る過程を解明するこ

とがiED灯の性能向上の手がかりを得るうえで重

要であり、ひいては科学的知見に基づいた漁業体系

の確立にもつながると考え、共同研究者とともに一

連の研究を進めてきましたＥ２６O）。ここでは、筆者の

視点から研究当時の状況を振り返りつつ、その概要

を紹介したいと思います。

２．青色LED灯の性能評価試験

　現在、イカ釣り漁業の漁灯には主にMe灯が用い

られていますが、Me灯は光の指向性が広く、漁獲

に寄与しないと考えられる上空や甲板上にも光を放

射します。また、発光波長域が広く、海水中での消

散が著しい長波長の可視光のほか、赤外線や紫外線

イカ釣り漁業におけるiED漁灯の実用化に向けて

－スルメイカの誘集・漁獲過程の解明－
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も放射しており、漁灯として最適な特性を有してい

るわけではありません。これに対してiEDは設計等

による配光調節が容易であり、漁灯にした場合、無

駄な方向への光の照射を少なくできます。さらに、海

水中での透過率が高く、スルメイカの視感度が高い

波長域で発光するiEDを用いることでエネルギー

の無駄をより少なくできる可能性があります６P１ ６９）。

このような観点から、青色iED灯の本格的な実用

化試験がO５５９年から３年間にわたって社団法人マリ

ノフォーラムO６の研究事業として行われました９）。

この事業では小型イカ釣り漁船（小型漁船）を対象

とし、iED灯メーカーと漁業者により試験が進め

られていましたが、筆者の所属する石川県水産総合

センターの当時の上司が強い関心を持ち、それにマ

リノフォーラムO６が応じてくれたことにより、当セ

ンターも研究協力機関として検討会に参加できるよ

うになりました。これが筆者が漁灯の研究に携わる

ようになったきっかけです。この事業のなかで当セ

ンターが調査を行うことはありませんでしたが、当

時、燃油価格は急速に上昇しており、漁業への影響

も日増しに高まっていたことから、O５５R年の夏頃に

中型イカ釣り漁船（中型漁船）でもiED灯の試験

ができないかという話が持ち上がりました。しかし、

沖合で連日操業する中型漁船を呼び戻してiED灯

を装備する時間的余裕もないことから、同年秋に急

遽、社団法人全国沖合いかつり漁業協会の委託を受

けて当センターの調査船白山丸（６STトン）でiED

灯の性能評価試験を行うことが決まりましたS）。実

施決定から試験操業まで１ヶ月ほどの期間しかなく、

クリスマスシーズンを前に青色iEDが品薄になる

という状況も重なり、iED灯の調達・装備から６６

月の試験操業までぎりぎりのスケジュールでした。

しかし、マリノフォーラムO６の研究事業の詳細を把

握していたこともあり、適切な調査計画を立てて試

験操業に臨むことができました（図２）。

　白山丸にはPktのMe灯がTＤ灯、自動イカ釣機が

６９台装備されています。沖合漁場でのiED灯の有

効性は不明であったため、O５５R年は小型漁船の実用

化試験を参考に青色iED灯６５O灯を船体近傍の海面

を照らすように設置して試験操業を行いました。釣

機１台１時間当たりの漁獲尾数（CmrE）に基づい

て漁獲成績を評価したところ、青色iED灯による

操業（B６５O操業）のCmrEはMe灯TＤ灯による操業

（MTＤ操業）の９６％に留まり、漁獲成績はよくあり

ませんでした（図３）。そこで、スルメイカの視感

度に近い感度特性を持つ照度計を用いて舷側から距

離９５m範囲の海中照度の鉛直分布を測定したところ、

B６５O操業時の照度はMTＤ操業時より低く、漁獲成

績が劣る理由として照度不足が考えられました（図

４）。このため、O５５S年は青色iED灯６５O灯に白色

iED灯P５灯を追加し、両iED灯とMe灯O９灯の併用

操業（MO９B６５OtP５操業）を行いました。その結果、

併用操業のCmrEはMTＤ操業のTS％に上昇し、海中

照度も高まっていることが確認されました。併用操

業時の燃油消費量はMTＤ操業時の半分程度であり、

顕著な燃油節減効果が認められましたが、中型漁船

では漁獲量の目減りを５％以下に抑えなければ採算

がマイナスになってしまいますS）。海中照度をさら

に高めることで漁獲量の目減りを少なくできる可能

性がありますが、そのためには青色iED灯を多数

増設しなければなりません。増設用のiED灯が調

図２　LED灯を装備した白山丸
図３　LED灯評価試験の漁獲成績
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達できないか考えていたところ、マリノフォーラム

O６から小型漁船で用いたiED灯を貸出してもよい

との話がありました。これでiED灯の調達に目途

が立ち、青色iED灯O６S灯を装備することができま

した。O５５T年は委託調査の最終年であり、実用的に

納得できる結果を残したいと考え、青色iED灯O６S

灯とMe灯O９灯の併用操業（MO９BO６S操業）に重点

をおいて調査しました。船体近傍の海中照度を測定

したところ、併用操業時の照度はMTＤ操業時とほぼ

同等であり、８・９月の調査では併用操業のCmrE

はMTＤ操業のＥ６～ＥP％に達しました。ところが６５月

になると併用操業のCmrEはMTＤ操業の９O％に低下

してしまい、結局、iED灯を増設してMe灯O９灯を

併用してもMe灯TＤ灯による操業の漁獲には及ばな

いことが分かりました。以上の結果から、当時の

iED灯については、漁獲性能が実用水準に達して

いないと判断しました。

３．LED灯の改善点と誘集・漁獲過程の仮説

　当初、iED灯はMe灯の６４P５～６４６５５の消費電力

で同等に漁獲できる可能性があり９１ ６P）、イカ釣り漁

業の経営改善の切り札になると考えられていました

が、漁獲性能が高くないことが分かりました。試験

結果には自信がありましたが、実用性を実証するた

めに取り組んだにもかかわらず、iED灯の問題を

指摘する格好になり、不本意でした。問題を指摘す

るだけでは何の解決にもならないので、iED灯の

漁獲性能が低い理由を考えることにしました。

　既に述べたように、iED灯による操業の漁獲成

績は船体近傍の海中照度を高めることで上昇しまし

たが、海中照度をMTＤ操業とほぼ同等にしてもMTＤ

操業の成績水準に達しませんでした。従って、船体

近傍の海中照度以外に漁獲を左右する要因があると

推測されます。Me灯点灯時（MTＤ）とiED灯点灯

時（BO６S）の深度２mの海中照度の水平分布を比

較したところ、iED灯では船体から離れたところ

の照度が極端に低く、このことが漁獲成績が劣る原

因と考えられました（図５）。Me灯点灯時の照度

分布を数値計算した研究６R）では、表層付近ではMe

灯から遠ざかるほど水平方向への照度勾配が緩やか

になり、光が広範囲に広がることが示されています。

また、表層付近の照度はMe灯の出力（点灯数）の

上昇（増加）に比例して高まることが報告されてお

り６S）、光源出力が大きいほど漁獲量が多くなる６T２６Ｄ）

理由として、水平方向への光の広がりがスルメイカ

の誘集効果に関係する可能性が指摘されています。

しかし、当時のiED灯の実用化試験では、遠く離

れた海面を照らす光はほとんどが海面で反射して無

駄になっており、この無駄を少なくするには指向性

の強いiED灯を船体近くの海面に向けて設置すれ

ばよいという考えが支配的でした９）。この考えに

沿って研究を進めたわけですが、３年間を経てよう

やく、このような手法では漁獲成績はあまり向上し

ないという結論にたどり着きました。水平方向に光

が広がるようにiED灯を設置していれば、もう少

し漁獲成績は良かったかもしれませんが、効果的で

ない手法に取り組んだことで、「iED灯の実用化を

図４　LED灯評価試験時の照度分布

図５　MH灯・LED灯点灯時の照度分布
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目指すにはスルメイカが集まる仕組みを理解しなけ

ればならない」という教訓を得ました。そこで、ス

ルメイカが集まり漁獲される仕組み（誘集・漁獲過

程）を考えることにしました。

　スルメイカは我が国の主要水産物であり、主にイ

カ釣り漁業で漁獲されているので、誘集・漁獲過程

についても詳しい研究が行われているものと思って

いました。しかし、専門書や文献を見ても断片的な

知見しかなく、誘集・漁獲過程がイメージできる説

明はありませんでした。そこで、自分でイメージを

描くことにしました。Me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、

表層付近では水平方向への照度勾配が緩やかで、光

が広範囲に広がったような照度分布になっています。

一方、スルメイカは光源方向に遊泳することが水槽

実験等で明らかにされており６Ｅ）、夜間には表層付近

に分布することO５２O６）、漁灯が明るいほど漁獲量が多く

なること６T２６Ｄ）、集まったスルメイカは主に船底下陰

影部に分布することOO）、漁獲したスルメイカの目は

暗順応状態にあることOP）が報告されています。これ

らの知見から「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、

やが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６９）を

立てました（図６）。単純ですが、漁灯は明るいほ

ど良いという漁業者の経験と明るすぎるという研究

者の意見O９）が矛盾なく説明できますし、仮説を部分

的に証明するための実験的なアイデアもありました

ので、筆者にはとても良い仮説であるように思われ

ました。

４．船底下陰影部の役割

　O５５T年の秋頃には青色iED灯の漁獲性能があま

り高くないことが明らかとなり、加えて導入費用も

数千万円と高く、iED灯の普及は容易でないこと

が分かってきました。そこで、アカイカやニュー

ジーランドスルメイカを対象とした操業で使用され

る水中灯がスルメイカでも使えないか検討すること

にしました。水中灯は海面反射による光の損失がな

く、比較的安価であり、漁獲に対する有効性を示す

ことができれば、エネルギー効率が非常に高い技術

として普及する可能性があります。ただし、中型漁

船では本邦周辺海域での水中灯の使用が禁止されて

いるため、水産庁、全国沖合いかつり漁業協会、県

漁業協同組合の了解を得たうえで、水中灯メーカー

等関係者と相談しながら準備を進めることにしまし

た。この試験には調光性や瞬間点灯など操作性の優

れたiED水中灯を用いることとし、水産庁の公募

型補助事業による補助金と県費で水中灯を借りるこ

とにしました。この試験の表向きの目的は水中灯の

有効性を検証することにありましたが、誘集・漁獲

過程の仮説を実証するという狙いもありました。

Me灯を点灯した調査船から水中灯を垂下して点灯

しますので、これにより船底下陰影部が損なわれま

す。誘集・漁獲過程の仮説が正しければ、水中灯を

点灯すると船底下からスルメイカが逃避して釣れな

くなるはずです。つまり、スルメイカが集まり漁獲

されれば水中灯の実用化につながる成果になり、逆

にスルメイカが逃避して釣れなくなれば仮説を部分

的に実証したことになるので、どちらの結果が出て

も研究は前進すると考えていました。周到に計画し

たうえでO５５Ｄ年度を迎え、補助事業に応募しようと

水産庁に連絡したところ、公募要領の直前の見直し

により県は応募できなくなっていることが判明しま

した。予想外の展開に困っていたところ、水中灯

メーカーから県費のみで所定本数の水中灯を貸出す

との連絡があり、これに救われて水中灯の試験がで

きるようになりました。

　O５５Ｄ年の夏から日本海沖合で水中灯を用いた試験

操業を始めましたＥ）。結果が出るまで幾分時間がか

かると思っていましたが、直ぐに明瞭な結果を得る

ことができました。白山丸に装備したMe灯TＤ灯を

点灯すると船底下に扇状の陰影部が形成され、船底

下に垂下した水中灯を点灯すると陰影部が部分的に

図６　スルメイカの誘集・漁獲過程の仮説
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消失し、その形状が損なわれます（図７）。このよ

うな光環境の変化に対してスルメイカがどのように

行動するかを魚群探知機とソナーで調べました。そ

の結果、スルメイカは水中灯を点灯すると船底下か

ら逃避し、消灯すると再び船底下に集群し（図８）、

逃避・集群に連動してCmrEは低下・上昇すること

が明らかになりました（図９）。水中灯垂下深度付

近より上層の魚群探知機反応が水中灯点灯から数秒

で見事に消える様子を初めて見たときには余りにも

明瞭な変化に自分の目を疑ったほどです。この現象

は再現性が高く、Me水中灯でも同様であることを

確認しました。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判断しました。

　以上のように調査の早い段階で船底下陰影部の役

割が明らかになりました。その一方で実用面の成果

も目指し、２年間にわたって水中灯の垂下深度や明

るさを調節するなど工夫しましたが、水中灯で漁獲

量を増やすことはできませんでした。やや遅れて水

産総合研究センター開発調査センターもスルメイカ

を対象としたiED水中灯の長期試験を行いました

が、やはり有効な使用方法を見出すことができませ

んでしたOR１ OS）。かつて日本海沖合のスルメイカを対

象に水中灯が用いられたことがありOT）、当時を知る

漁業者に話を聞いたところ、水中灯に効果があるか

どうか分からなかったということでした。一般には

スルメイカを獲り過ぎてしまうため水中灯の使用が

禁止されていると思われていますがOＤ）、これは誤解

であることが分かりました。

５．船体周囲におけるスルメイカの行動

　青色iED灯やiED水中灯は省エネルギー技術と

して特に注目されていたことから、会議やシンポジ

ウムが頻繁に開催され、白山丸の調査結果も広く知

られるようになり、大学、研究機関、漁灯メーカー

とのつながりも増えてきました。そのような中、

O５５Ｄ年末に水産総合研究センター水産工学研究所、

東京海洋大学、東和電機製作所との共同研究の誘い

が当センターに舞い込んできました。スルメイカの

誘集・漁獲過程を調査船で明らかにし、その結果に

基づいて効果的なiED灯の運用方法を提案し、実

際にiED灯を装備した漁船で試験するという内容

図７　水中灯点消灯時の照度分布

図８　水中灯点消灯時の魚探・ソナー画像

図９　水中灯点消灯時のCPUEの変動
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であり、図６の仮説が実証できると考え参加するこ

とにしました。この共同研究はO５５Ｅ年から４年間に

わたって行われ、船体周囲におけるスルメイカの行

動、スルメイカの分布密度と漁獲量の関係、スルメ

イカの誘集範囲などが調べられました。

　船体周囲におけるスルメイカの行動については、

青色iED灯とiED水中灯の試験操業時にヒントを

得ました。両試験とも漁具性能の評価が目的であり、

そのためにはスルメイカをある程度漁獲しなければ

なりません。操業開始から漁獲の少ない状態が続く

と、夜明けまで釣れないのではないかと不安になり、

ソナーをよく見るようになりました。ある程度経験

を積むとスルメイカの反応が大体見分けられるよう

になり、やがてスルメイカと思われる反応が船体に

接近した直後に漁獲が急増することに気づきました。

このような事例を集めて分析すれば、その反応がス

ルメイカであるという証拠になり、同時にスルメイ

カの行動特性も明らかになるはずです。操業時のソ

ナー画像については、共同研究前から動画ファイル

としてmCに記録していましたが、漁獲量の急速な

変化を正確に記録する方法がないという問題があり

ました。当時、白山丸では自動イカ釣機の更新が計

画されており、O５５Ｅ年の夏に東和電機製作所の新型

釣機を導入したところ、釣機モーターにかかる負荷

を秒単位で表示する機能があることを知り、これが

利用できると考えました。負荷値を記録するための

装置を東和電機製作所に作製してもらい、記録デー

タの精度を調べたところ、負荷値は釣機毎の漁獲量

を正確に表しており、負荷値の時系列から漁獲状況

が把握できることが分かりました６５）。共同研究を始

めて直ぐに東和電機製作所の釣機を導入したことが

きっかけで新たな調査装置を手にすることができま

した。

O５６５年からO５６O年に日本海沖合でMe灯TＤ灯による

操業を行い、各操業の負荷値の時系列から漁獲が急

増した時刻を抽出しました。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

反応をスルメイカの群れとみなし（図６５）、その移

動経路を追跡しました６６）。全ての追跡事例をまとめ

た結果、スルメイカの群れは船体を周回するように

移動していることが分かりました（図６６）。さらに、

船体周囲を前後左右の４区画に分けて群れの分布の

偏りを調べたところ、追跡開始時には偏りはありま

せんでしたが、漁獲直前の追跡終了時には群れは船

体前後に偏って分布していることが分かりました

図６５　釣機負荷の時系列とソナー画像

図６６　スルメイカの群れの移動経路

図６７　追跡開始・終了位置と照度分布
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（図６７）。Me灯点灯時には船体左右近傍に高照度

域が形成され、船体前後は低照度域になっています。

従って、スルメイカは船体左右近傍の高照度域を避

けるように移動し、船体前後の低照度域から船底下

陰影部に進入すると考えられ、船体前後の低照度域

は船底下への入口として機能していると判断しまし

た。

６．スルメイカの分布密度と漁獲量の関係

　白山丸で青色iED灯の性能評価試験を行ってい

た当時、漁船によるiED灯の実用化試験が多数並

行して行われていました。それらの報告書を見なが

ら白山丸の試験結果をまとめるなかで、漁獲成績に

共通した特徴があることに気づきました。Me灯に

よる操業とiED灯による操業の漁獲成績の相対的

な差は好漁時には小さく、不漁時には大きい傾向が

あるようでした。実用化試験の漁獲成績を見るとき、

好漁した操業に目が行きがちになりますが、評価を

誤るかもしれません。iED灯とMe灯の漁獲成績を

比較するうえで、好漁時と不漁時のどちらの結果を

より重視するべきかという問題に突き当たりました。

　この問題に対しては、６ＥＥR年に筆者が白山丸のイ

カ釣り調査に初めて乗船したときに思いついたアイ

デアが適用できると考えました。学生時代、筆者は

魚類の物質代謝を研究しており、代謝経路の酵素活

性を測定していました。酵素は生体内化学反応の触

媒であり、酵素と基質（反応前の物質）が結合して

エネルギーの高い酵素基質複合体を形成し、それが

分離することで基質は生成物となり、酵素は元の状

態になって次の反応にあずかります。基質濃度が低

いときには反応速度と基質濃度は比例しますが、酵

素には基質との結合部位が決まった数しかないため、

基質濃度が高くなると結合部位が基質で飽和し（埋

め尽くされ）、反応速度が頭打ちになります。一方、

イカ釣り操業では、船底下に降ろされる擬餌針数は

一定であり、擬餌針にスルメイカが掛かり、これが

船上に引き上げられて分離することでスルメイカは

漁獲物になります。イカ釣り調査に乗船して直ぐに

スルメイカは基質、擬餌針は酵素、漁獲物は生成物

に見立てられることに気づきました（図６８）。また、

擬餌針から外れたスルメイカが釣機の上を飛び越え

て甲板上の樋に落ちる様子はエネルギーの高い酵素

基質複合体がエネルギーの低い生成物になることに

似ています。このようなアナロジーから、船底下に

スルメイカが多数集群して分布密度が高くなり、

CmrEも極めて高くなると、CmrEの上昇は頭打ち

になるだろうと想像していました。この考えを漁獲

成績の比較という問題に適用し、好漁場でiED灯

とMe灯の比較操業を行った場合を想定すると、両

操業ともにCmrEの上昇が頭打ちになる可能性があ

り、この場合には分布密度に大きな差があったとし

てもCmrEにはあまり差が生じないと考えられます。

つまり、好漁時よりも幾分不漁時の方がより正しく

漁灯の性能を評価できるというわけです。

　スルメイカの分布密度とCmrEの関係は漁獲成績

の比較という問題を理解するために持ち出した考え

でしたが、誘集・漁獲過程の一部であることにはた

と気づきました。スルメイカが集まる過程だけでな

く、漁獲物になる過程も調べなければいけないので

す。前述の酵素反応では、その反応過程を数式化す

ることで基質濃度と反応速度の関係式であるミカエ

リス・メンテン式を導くことができます。細かい説

明は省略しますが、スルメイカの分布密度（p）と

CmrEの関係式も同様に導くことができ、CmrEの

上限値をA、スルメイカの釣られやすさをBと表記

すると、次式のようになります６O）。

　CmrE＝A・p４（B－１０p）

船底下におけるスルメイカの分布密度とCmrEの間

に上式で表わされる関係があるかどうか試験操業で

実証することにしました６O）。試験操業では１時間毎

図６８　酵素反応とイカ釣り漁業
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にCmrEを算出するとともに計量魚群探知機を用い

て船底下のスルメイカの分布密度を計測しました。

分布密度とCmrEの関係を明らかにするには、その

両方またはいずれかが極めて高くなる必要がありま

す。そのような結果が得られる操業は年に数回程度

であり、共同研究の４年間をかけて調査を行いまし

た。その結果、分布密度の上昇とともにCmrEは上

昇し、CmrEが極めて高くなるとCmrEの上昇が頭

打ちになること、分布密度は顕著に上昇するものの

CmrEがあまり上昇しない操業もあることが分かり

ました（図６９）。分布密度は同程度でもCmrEは大

きく異なることから、釣られやすさ（B）が変化し

ていると考えられます。そこで、６ＥＥR年以降の白山

丸の操業で得られたCmrEの最大値をAとし、上式

を分布密度とCmrEの実測値に近似させたところ、

実測値と近似曲線はほぼ一致し、操業毎にBが変化

していることが分かりました。以上の検討により、

分布密度とCmrEの間には上式で表わされる関係が

あることが実証されました。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ほど漁獲量が増

えると考えられていますがP）、イカ釣り漁業では擬

餌針数が一定であり、加えてスルメイカが擬餌針に

食いつくという受動的要素もあるため、スルメイカ

を濃密に集めるほど漁獲量も多くなるとは限らない

ことが判明しました。

　前述の知見は省エネルギー操業に応用できると考

え、その実証試験も行いました。つまり、分布密度

が高いほど分布密度の上昇に対するCmrEの上昇は

緩やかであり、CmrEが極めて高いときやスルメイ

カが釣られ難いときにはCmrEの上昇が一層緩やか

になります。従って、分布密度が高くなった段階で

あれば、Me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、CmrEはあまり低下しないこと

が予想されます。そこで、Me灯TＤ灯を点灯した状

態を全点灯（MTＤ）、Me灯O９灯または５ktハロゲ

ン灯６５灯を点灯した状態を減点灯（それぞれMO９お

よびe６５）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時間毎に繰り返す実験を行

いました。その結果、意外にも減点灯により分布密

度はむしろ上昇し、CmrEもやや上昇することが多

く（図６5）、操業途中に適宜減点灯することで漁獲

を維持しつつ燃油節減できることが分かりました。

このような減点灯操作が漁船でも有効かどうかは実

際に試してみなければ分かりませんが、特別な機器

を導入することなく実践できる省エネルギー技術と

して期待できると考えています。

７．スルメイカの誘集範囲

　漁灯がどれくらいの範囲からスルメイカを集めて

いるかについては、調査が極めて困難であったこと

から、これまで調べられていませんでした。中型漁

船の場合、船間距離を５海里程度とする申し合わせ

がありますが、これは経験的に決められたものであ

り、スルメイカの誘集範囲に基づいて設定されたも

のではありません。筆者はスルメイカの誘集範囲を

調べることは不可能と考えていましたが、水産工学

図６９　スルメイカの分布密度とCPUEの関係 図６5　減点灯時の分布密度とCPUEの変動
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研究所はスルメイカに小型の音響発信機を付けて放

流するという大胆な調査を計画しましたOＥ）。イカ釣

り操業で漁獲したスルメイカにプラスチックタグを

付けて放流する標識放流は過去何度も行っています

が、６５５５尾単位で放流しても放流個体が同一操業で

再び漁獲されることはほとんどありません。このた

め、筆者は漁獲されたスルメイカは灯光に誘引され

なくなり、放流後直ぐに遠くに逃げてしまうと想像

していました。このような考えから、当時、この調

査はうまくいかないだろうと思っていました。

　水産工学研究所が用意した深度センサー付きの音

響発信機はかなり小型でしたが（図６6）、それでも

プラスチックタグよりは大きいので、放流後もスル

メイカが正常に遊泳できるかどうか調べておく必要

がありました。このため、白山丸で漁獲したスルメ

イカに発信機を付けて放流し、自船舷側より垂下し

た水中マイクロフォンで信号受信する実験が行われ

ました。放流個体のうち一部は活力を失い海底へと

沈んでいきましたが、筆者の予想に反して多くの個

体は逃げることなく、操業終了まで白山丸の付近に

留まり、正常に遊泳することが確認できました。次

に、傭船した調査船でスルメイカを手釣りし、それ

らに発信機を取付け、Me灯TＤ灯を点灯して操業す

る白山丸から５３OR～２海里離れたところで放流し、

それら放流個体が白山丸に到達するかどうかを信号

受信して調べる実験が行われました。その結果、放

流個体Ｄ６尾のうち９P尾が白山丸に到達し、スルメイ

カは２海里離れたところからでも操業船に集まって

くることが実証されました。しかも、到達したスル

メイカの多くは操業終了まで白山丸から離れること

はありませんでした。この実験により、Me灯はス

ルメイカを広範囲から集めていることが明らかにな

りました。それまで筆者は漁灯の誘引作用は緩やか

であり、操業船周辺海域に分布するスルメイカのほ

んの一部しか集めていないと想像していました。し

かし、この調査以降、灯光の誘引作用はかなり強力

であり、操業船はスルメイカを効率良く集めている

と考えるようになりました。

８．誘集・漁獲過程とその応用

　スルメイカの誘集・漁獲過程は謎でしたが、一連

の研究により、スルメイカは広範囲から操業船に集

まること、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、船底下に入ったスルメイカは陰影部に集約され

て漁獲されること、漁獲量はスルメイカの分布密度

や釣られやすさの影響を受けて変動することが明ら

かになりました。これらの結果は図６の誘集・漁獲

過程の仮説に合致しており、仮説はぼぼ実証されま

した。

　これまでiED灯の実用化試験は指針のないまま

試行錯誤で行われていました。しかし、誘集・漁獲

過程に基づくと、スルメイカをより広範囲からより

多く集めるには遠方（水平方向）を強く照らすほう

が有利であり、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注意しなければならないことが

分かります。一方、操業途中にMe灯を減点灯する

と分布密度はむしろ上昇し、CmrEもやや上昇しま

した。この結果もiED灯の設計・装備を考えるう

えで重要です。つまり、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よいという

ことであり、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すら考えられるわけで

す。青色iED灯の性能評価試験では、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iED灯を船体近くの海面に向けて設置しました

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

た可能性があります。また、誘集・漁獲過程の全般

にわたって、スルメイカは低照度域を移動している

ということも重要であり、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示唆していま

図６6　音響発信機を取付けたスルメイカ
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す。漁場内で適度な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す。

６ＥR５年代から６ＥS５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ましたが、現在よ

りもスルメイカを多く漁獲していました。当時の操

業に学ぶべき点があるように思います。以上の誘

集・漁獲過程に関する知見とそれを応用した技術改

善の可能性については、「イカ釣りiED漁灯活用ガ

イドP５）」として取りまとめられ、全国の漁業者に配

布されています。今後、それらの知見が現場で活用

され、省エネルギー操業につながることを期待して

います。

９．LED灯の性能向上

　スルメイカの誘集・漁獲過程の理解が進んだこと

により、iED灯を設計・装備するうえでの留意点

が分かるようになってきました。一方、iED灯の

技術改良も並行して進められており、最近のiED

灯は指向性が広く、初期型に比べて明るさが格段に

増しています。最近のiED灯の漁獲性能が気にな

るところですが、地方試験研究機関では予算が限ら

れており、iED灯を新規導入して試験することは

不可能です。しかし、漁灯の研究を続けていると漁

船による実証試験に関わることもあり、筆者にとっ

てはiED灯の現状を知るまたとない機会になって

います。

　水産庁による省エネルギー技術導入促進事業では、

中型漁船による実証試験の立案・取りまとめに協力

することができましたP６）。O５６５年の秋に漁業者から

同事業に応募して新型の青色iED灯を装備したい

との話がありました。このiED灯は白山丸で使用

したものより指向性が広く、高出力でしたが、既に

同事業で試験が行われており、それとは異なる視点

で試験計画を立てる必要がありました。当時、iED

灯搭載漁船の多くが遠方（水平方向）を照らすよう

にiED灯を設置するようになっていましたが、そ

れでもMe灯装備漁船より漁獲が少ない傾向にあり

ました。Me灯は水平方向の全周に光を均等に放射

しており、列状に配置した場合、船体の斜め前後方

向も明るくなります。しかし、iED灯には指向性

があり、船体正横方向に向けて配置すると斜め前後

方向が暗くなります。水平方向への光の広がりがス

ルメイカの誘集に関係していると考えられることか

ら、船体斜め前後方向も明るくなるようにiED灯

をs字型に設置することにしました（図６7）。この

計画は採択され、漁業者による実証試験が行われま

した。Me灯TＤ灯とiED灯Ｄ９灯を装備し、Me灯TＤ

灯（合計OP９kt）による操業とMe灯R９灯とiED灯

Ｄ９灯（合計６TTkt）による併用操業を行ったところ、

併用操業のほうが漁獲量が多く、iED灯の有効性

が確認されました。

　当初、iED灯の漁獲性能はMe灯より低く、Me

灯と併用しても漁獲量が目減りするという状態でし

た。しかし、iED灯の漁獲性能が向上し、前述の

ようにMe灯との併用で漁獲量が増加する事例も出

てきています。そして、現在、水産総合研究セン

ター開発調査センターで全灯iED灯漁船の実現に

向けた研究が進められています。中型漁船を長期傭

船し、iED灯とMe灯の漁獲性能や船体周囲の照度

分布が詳細に調べられており、iED灯の装備灯数

や設置方法を最適化することにより、iED灯単独で

もMe灯装備漁船と同等に漁獲できることが明らか

になりつつありますPO）。この研究は「いか釣漁業漁

灯技術研究会」で検討を重ねながら進められており、

筆者も検討に加わっています。近い将来、この研究

会で全灯iED灯漁船の実現宣言があるのではない

かと期待しているところです。

６５．おわりに

　これまで説明してきたように、当初、iED灯の

漁獲性能は低く、実用化の見通しが立たない状態で

した。その後、スルメイカの誘集・漁獲過程に関す

る研究が進み、iED灯の漁獲性能も向上し、いよ

いよ全灯iED灯漁船が実現できそうなところまで

図６7　V字型に設置したLED灯
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来ています。しかし、iED灯の小型軽量化・低価

格化など克服しなければならない課題も残されてお

り、実用化は道半ばといえます。一方、これまでの

実用化研究を振り返ると反省点も見えてきます。実

用化を急ぐあまり試験操業の多くが漁業者・漁灯

メーカー任せで行われ、iED灯の性能評価のみに

終始してしまいました。試験操業の結果を科学的に

検証して課題を抽出し、その課題をiED灯の技術

改良にフィードバックするという研究開発体制が弱

かったように思います。公益性と漁灯メーカーの企

業利益を如何にバランスさせるかという問題はあり

ますが、漁灯メーカー・漁業者・大学・試験研究機

関がもっと連携して研究開発を行っていたならば実

用化はより進んでいたはずです。イカ釣り漁船隻数

は年々減少しており、iED灯の実用化は急務ですが、

急がば回れというように、研究開発体制を強化した

うえで着実に事を進めるべきではないでしょうか。
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