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現在，いか釣り漁業では，集魚灯としてメタルハライド（MH）灯が用いられているが，MH 灯は多

量の電力を消費する．そのため発電用燃油の消費量も多く，燃油高騰による漁業経営への影響が深刻

な問題となっている．小型いか釣り漁船では，消費電力の少ない青色発光ダイオード（LED）を用いた

集魚灯の実証試験が行われており，MH灯と遜色ない漁獲と高い燃油節減効果が確認されている（（社）

マリノフォーラム 21，2005）．一方，日本海沖合海域で操業する中型いか釣り漁船には，集魚システ

ムに高い漁獲能力が求められるが，沖合漁場での青色 LED 灯の実用性はこれまで明らかにされてい

なかった．そこで，漁業指導調査船白山丸（167 トン）を用い，スルメイカを対象として，青色 LED
灯の実証試験を行った． 

 

試料と方法 

調査船白山丸には MH 灯 78 灯（234 kW）が通常装備されており，青色 LED 灯 102 枚（7.14 kW）と

白色 LED 灯 30 枚（2.10 kW）を追加装備した．LED 灯の仕様は，外形寸法：771×250×51 mm，重

量 3.0 kg，消費電力 0.07 kW であった．LED 灯は水平面に対して 60～70 度の角度で設置した． 
平成 18 年 8 月 21 日から 10 月 29 日の間に大和堆付近で 3 航海（合計 18 回）の操業を実施した．漁

獲に及ぼす漁場の影響を少なくするため，好漁場発見後はできるだけ移動しないようにした．本試験

では，各集魚灯を組み合わせて 5 種類の点灯パターンで操業を行った．具体的には MH 灯 78 灯によ

る操業「MH 操業」，MH 灯 24 灯＋青色 LED 灯 102 枚＋白色 LED 灯 30 枚による操業「MHBLWL
操業」，MH 灯 24 灯＋青色 LED 灯 102 枚による操業「MHBL 操業」，青色 LED 灯 102 枚＋白色

LED 灯 30 枚による操業「BLWL 操業」，青色 LED 灯 102 枚による操業「BL 操業」を実施した．

操業は日没後から日出前の夜間に行い，1 時間毎の漁獲尾数を計数して CPUE（釣機 1 台 1 時間当た

り漁獲尾数）を求めるとともに，補機の燃油消費量を記録した． 
平成 18 年 11 月 10 日の夜間に，石川県能登町沖で，各パターンで集魚灯を点灯し，船外機船から

アレック電子（株）の分光光量子計（AL8W-CMP）と水温深度計（ATD-HR）を垂下し，船体周囲の海中

の光強度を測定した． 
 

結果と考察 

漁獲成績と燃油消費 漁獲成績と補機の燃油消費量の結果は図 1 に示したとおりである．本試験で

は航海毎に MH 操業を 2～3 回実施し，MH 操業の結果を基準にして他操業の結果を評価した．総合

的には，点灯パターン毎の総漁獲尾数を総漁獲努力量で除して CPUE を求め，MH 操業に対する他

 



 

操業の CPUE の比を計算した．その結果，CPUE 比は MHBLWL 操業では 73.3%，MHBL 操業で

は 37.9%，BLWL 操業では 27.4%，BL 操業では 44.7%となり，いずれも MH 操業を下回った． 
補機の燃油消費量は，MH操業時には 78.6Ｌ/時，MHBLWL操業時には 40.5Ｌ/時，MHBL操業時

には 37.8Ｌ/時，BLWL操業時には

21.1Ｌ/時，BL操業時には 19.3Ｌ/時
であった．集魚灯の総消費電力と燃

油消費量は比例関係（Y＝0.26X＋

18.2，R2＝1.00）にあり，その関係式

から集魚灯消灯時の燃油消費量は

18.2Ｌ/時となる．従って，MH灯 78
灯を点灯するのに必要な燃油は約 60
Ｌ/時であるが，LED灯 132 灯の点灯

に必要な燃油は 3Ｌ/時以下と非常に

少なく，LED灯の高い燃油節減効果

が確認された． 図１ 各操業時の CPUE 比と補機の燃油消費量

 
集魚灯点灯時の水中光強度 スルメイカの 大視感度波長（清道，鬼頭，2000）は 482nm で，その

可視光域は概ね 400～550nm であると考えられる（石川県，2006）．本調査で使用した光量子計の分

光フィルターのうち，波長 488nm のフィルターの透過特性がスルメイカ視物質の吸収曲線に類似す

ることから，この波長帯のデータを用いて水中光強度を比較した．集魚灯を操業時と同じ条件で点灯

し，船体の前部，中央，後部の舷側から 5，10，20，30 および 40m の位置で水深 45m まで光強度を

測定した（図 2）．光強度の鉛直分布データから，水深 1～45m の光強度の積算値（光量）を求め，MH
操業に対する他操業の光量比を計算したところ，光量比は MHBLWL 操業では 48%，MHBL 操業で

は 42%，BLWL 操業では 16%，BL 操業では 14％であった． 
本調査では，舷外方向以外に船首尾方向の光強度も測定しており，その結果から船体周囲の光の水

平分布図を作成した（図 3）．水深 2m の分布をみると，MH 操業時の光強度は，舷側から 5～10m の

位置で強く，船首尾方向で弱く，バタフライ型の分布となった．MHBLWL 操業，MHBL 操業，BLWL
操業および BL 操業についても，光強度は舷側から 5～10m の位置で強く，船首尾方向で弱く，MH
操業時と類似した分布であった． 
従来のいか釣り用 LED 灯の試験研究（（社）マリノフォーラム 21，2005）では，船体を取り囲むよう

に MH 灯の光が水中に入射しているとし，LED 灯搭載船についても，船首前方と船尾後方への光の

照射が必要と考えられていた．しかし，MH 灯と LED 灯のいずれの操業時においても，船首尾方向

の光強度は弱く，それにも関わらず MH 操業時の漁獲成績が優れていた．このことから，船首尾方向

への光の照射は漁獲成績を高めるための必須条件ではなく，むしろ舷外方向の水中への青色光の入射

量が重要であると考えられる． 
本調査では，白色 LED 灯を設置して調査を実施したが，488nm 帯以外のデータも考慮して検討し

た結果，水中では白色 LED 灯の光強度は青色 LED 灯のそれよりもかなり弱いと判断された．従って

白色 LED 灯を増設した効果はほとんどないと考えられた． 
 
漁獲効率と海中光強度の関係 CPUE 比と 488nm 帯の光量比の関係を調べたところ，両者の間に

は強い正の相関が認められた（図 4）．従って，LED 灯操業時の漁獲成績が低い原因は水中における光

量不足にあると考えられる．MH操業時に対するBL操業時の光量比は前年調査の34%（石川県，2006）
と本調査の 14%でそれぞれ値が異なるものの平均値は 24%であり，この時の CPUE 比は図 4 の関係

式から 40%となり，実際の CPUE 比に近い値が得られる．この BL 操業の CPUE 比を MH 操業と同

等に引き上げるには，計算上，水中光量を現状より 4.2 倍高めなければならないことになる．青色 LED  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 集魚灯点灯パターン別の水中光強度の鉛直分布（分光波長：488nm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 集魚灯点灯パターン別の水中光強度の水平分布（分光波長：488nm） 

 



 

灯の取付位置や角度を調整することで，前年

調査と同水準の光量（34％）が得られたとし

ても，MH 操業と同等の漁獲成績を得るには，

光量を約 3 倍に高めなければならないと考

えられた． 
 
沖合漁場におけるＬＥＤ集魚灯の実用性

と可能性 前述のように，青色 LED 灯単独

で MH 操業と同じ漁獲成績を得ようとした

場合，水中光量を少なくとも 3 倍に高めなけ

ればならず，現在の青色 LED 灯では 300 枚

以上必要になる．調査船白山丸に装備できる

青色 LED 灯は概ね 200 枚が限度であり，中型いか釣り漁船でも限界は同程度と思われる．従って，

青色 LED 灯の単独使用を前提とした場合には，現在の青色 LED 灯は実用レベルに達していないと判

断できる．実用化には青色 LED 灯 1 枚当たりの光力アップが不可欠である．一方，本調査で使用し

た白色 LED 灯については，水中光強度の観点から，集魚灯としての実用性は低いと考えられる． 

図４ 488nm 帯の水中光量比と CPUE 比の関係

青色 LED 灯単独では MH 灯に匹敵する漁獲は困難と考えられるが，MH 灯の一部を青色  LED 灯

に代替し，漁獲を維持しつつ燃油節減を図ることは可能と考えられる．前述のように，青色 LED 灯

102 枚により得られる水中光量は MH 灯 78 灯の 34%（石川県，2006）であり，MH 灯 24 灯の光量は

MH 灯 78 灯の 31％と計算される．従って，青色 LED 灯を現状の 2 倍（204 枚）設置し，これに MH
灯 24 灯を併用することにより，MH 灯 78 灯点灯時の 99%の光量が得られ，MH 操業と同水準の漁

獲（CPUE 比：98%）が達成できると期待される．一方，この時の消費電力は 86 kW と計算され，消

費電力と燃油消費の関係式から燃油消費量は 41Ｌ/時となり，MH 灯 78 灯点灯時の 52%の燃油消費

になる．すなわち，青色 LED 灯と MH 灯を併用することにより，漁獲を維持しつつ操業時の燃油消

費量を半減することが可能と考えられる． 
石川県農林水産統計年報によると，平成 13 年の中型いか釣り漁船の燃油費は 1,730 万円/隻/年であ

った．この年の A 重油価格は 30,630 円/kＬであることから，燃油消費量は 565kＬ/隻/年となる．一

方，平成 18 年のＡ重油価格は 57,460 円/kＬに高騰しており，年間の燃油消費量が同じであると仮定

すると，平成 18 年の燃油費は 3,246 万円/隻/年となる．平成 18 年漁期の聞き取りでは，年間の燃油

消費量はドラム缶約 2,500 本で，このうち操業中に 1,800 本程度が消費されている．青色 LED 灯と

MH 灯を併用することにより，漁獲を維持しつつ操業中の燃油消費量を半減できれば，年間の燃油消

費量はドラム缶 1,600 本程度となり，従来の 64％の消費に抑えることができる．金額ベースでは年間

1,169 万円の燃油費節減が図られると試算され，省コスト効果が期待できる． 
 本調査は，財団法人日韓・日中新協定対策漁業振興財団の日本海漁業操業効率化支援事業・漁場形

成状況等調査事業の一環として，社団法人全国沖合いかつり漁業協会の委託により実施した． 
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