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１１１１．．．．LEDLEDLEDLED漁灯技術開発漁灯技術開発漁灯技術開発漁灯技術開発のののの推移推移推移推移

２２２２．．．．20202020年度終了時年度終了時年度終了時年度終了時におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題とととと
21212121年度実証事業結果年度実証事業結果年度実証事業結果年度実証事業結果

①①①①サンマサンマサンマサンマ棒受網漁業棒受網漁業棒受網漁業棒受網漁業へのへのへのへの導入事例導入事例導入事例導入事例

②②②②イカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの導入事例導入事例導入事例導入事例

３３３３．．．．LEDLEDLEDLED漁灯実証試験漁灯実証試験漁灯実証試験漁灯実証試験にににに係係係係るるるる現状現状現状現状のののの到達点到達点到達点到達点

省エネルギー技術導入促進事業（平成18年度～）
魅力ある水産業のための新技術開発事業（平成20年度～）

【LED集魚灯取組数】
（H18～H21の3ヵ年）

１．LED漁灯の技術開発の推移
（（（（国庫事業等国庫事業等国庫事業等国庫事業等をををを活用活用活用活用したしたしたしたLEDLEDLEDLED漁灯開発漁灯開発漁灯開発漁灯開発・・・・実証事業実証事業実証事業実証事業のののの経緯経緯経緯経緯））））

イカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁業漁業漁業漁業
中型中型中型中型８８８８件件件件、、、、小型小型小型小型６６６６件件件件

サンマサンマサンマサンマ棒受網漁業棒受網漁業棒受網漁業棒受網漁業
大型大型大型大型5555件件件件、、、、小型小型小型小型2222件件件件

旋網漁業旋網漁業旋網漁業旋網漁業
中型中型中型中型8888件件件件、、、、大中型大中型大中型大中型5555件件件件

２．20年度終了時における到達点と課題と21年度実証事業結果

①大型さんま棒受網漁業への導入事例

○○○○全灯全灯全灯全灯LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯でのでのでのでの操業形態確立操業形態確立操業形態確立操業形態確立にににに向向向向けけけけ、、、、ハードハードハードハードをををを改良改良改良改良

集中配光型集中配光型集中配光型集中配光型 拡散配光型拡散配光型拡散配光型拡散配光型照射角照射角照射角照射角がががが狭狭狭狭いいいい 照射角照射角照射角照射角がががが広広広広いいいい

◎◎◎◎20202020年度年度年度年度までのまでのまでのまでの到達点到達点到達点到達点

○○○○漁期漁期漁期漁期をををを通通通通じてじてじてじて、、、、実証試験実証試験実証試験実証試験にににに着手着手着手着手。。。。

【【【【燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量】】】】
・・・・1111航海航海航海航海あたりあたりあたりあたり約約約約30%30%30%30%のののの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを削減削減削減削減

【【【【漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量】】】】
・・・・従前従前従前従前とほぼとほぼとほぼとほぼ同等同等同等同等のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量をををを確保確保確保確保。。。。
・・・・網数網数網数網数････操業時間操業時間操業時間操業時間もももも従前従前従前従前とととと変変変変わらずわらずわらずわらず

改良

平成19年 平成20年



白熱灯白熱灯白熱灯白熱灯（（（（516516516516ｋｋｋｋWWWW））））・・・・メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（46kW46kW46kW46kW））））⇒⇒⇒⇒ LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯（（（（47.1kW47.1kW47.1kW47.1kW））））にににに換装換装換装換装

※※※※探照灯探照灯探照灯探照灯15kW15kW15kW15kWはそのままはそのままはそのままはそのまま装備装備装備装備。。。。漁灯出力漁灯出力漁灯出力漁灯出力をををを従来従来従来従来とととと比較比較比較比較しししし91919191％％％％削減削減削減削減

【【【【21212121年度実証試験装備図年度実証試験装備図年度実証試験装備図年度実証試験装備図】】】】

大型大型大型大型サンマサンマサンマサンマ棒受網漁船棒受網漁船棒受網漁船棒受網漁船（（（（171171171171㌧㌧㌧㌧））））におけるにおけるにおけるにおけるLEDLEDLEDLED導入実証試験導入実証試験導入実証試験導入実証試験

※※※※1000PS1000PS1000PS1000PSのののの漁灯用漁灯用漁灯用漁灯用
補機関補機関補機関補機関はははは搭載搭載搭載搭載せずせずせずせず

LED漁灯0.4kW

LED漁灯0.2kW

LED漁灯0.08kW

LED作業灯0.1kW

探照灯5kW

装備状況

左舷側装備左舷側装備左舷側装備左舷側装備

親竿周辺点灯親竿周辺点灯親竿周辺点灯親竿周辺点灯

右舷右舷右舷右舷のののの灯光灯光灯光灯光

右舷灯光船首船首船首船首のののの灯光灯光灯光灯光

�燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較

既存漁灯形態 LED漁灯形態 比較

8%8%8%8% 減減減減395430

【【【【一航海一航海一航海一航海あたりのあたりのあたりのあたりの燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量】】】】 （（（（単位単位単位単位 KLKLKLKL））））

※1 既存漁灯形態の値はLED漁灯の燃油消費量実績データより試算。
※2 今年度は、サンマの魚群が薄く、航走に要した燃料費の割合が高かった。

網数網数網数網数・・・・操業時間操業時間操業時間操業時間もももも
従前従前従前従前とととと同等同等同等同等!!!!!!!!

漁獲量と順位
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�漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量についてについてについてについて

既存漁灯形態 LED漁灯形態 比較

73%73%73%73% 減減減減2841,047

【【【【一航海一航海一航海一航海あたりのあたりのあたりのあたりの漁灯漁灯漁灯漁灯にににに要要要要したしたしたした燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量】】】】 （（（（単位単位単位単位 LLLL））））

※既存漁灯形態の値はLED漁灯の燃油消費量実績データより試算。

平成21年度 大型サンマ棒受網漁船（58隻）水揚量と順位

②中型イカ釣り漁業への導入事例

◎◎◎◎20202020年度年度年度年度までのまでのまでのまでの到達点到達点到達点到達点

①①①①メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯とととと併用併用併用併用をををを前提前提前提前提（（（（集魚状況集魚状況集魚状況集魚状況にににに応応応応じてじてじてじてメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯をををを減灯減灯減灯減灯））））
としたとしたとしたとした実証試験実証試験実証試験実証試験をををを実施実施実施実施

②②②②可能可能可能可能なななな限限限限りりりりLEDLEDLEDLED漁灯単独漁灯単独漁灯単独漁灯単独でででで操業操業操業操業をををを目指目指目指目指したしたしたした実証試験実証試験実証試験実証試験をををを実施実施実施実施。。。。

【【【【燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量】】】】
・・・・漁灯漁灯漁灯漁灯にににに要要要要するするするする燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを16161616％（％（％（％（試算値試算値試算値試算値））））削減削減削減削減

【【【【漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量】】】】
・・・・従前従前従前従前とほぼとほぼとほぼとほぼ同等同等同等同等のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量をををを確保確保確保確保。。。。

【【【【燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量】】】】
・・・・漁期漁期漁期漁期あたりのあたりのあたりのあたりの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを24242424％％％％削減削減削減削減

【【【【漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量】】】】
・・・・同等他船同等他船同等他船同等他船よりもよりもよりもよりも若干劣若干劣若干劣若干劣るるるる。。。。



メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（249kW249kW249kW249kW））））→→→→
パネルパネルパネルパネル型型型型LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯（（（（15.12kW15.12kW15.12kW15.12kW）＋）＋）＋）＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（235kW235kW235kW235kW））））にににに換装換装換装換装

（（（（※※※※集魚状況集魚状況集魚状況集魚状況にににに応応応応じてじてじてじて、、、、メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯をををを消灯消灯消灯消灯しししし、、、、燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量をををを削減削減削減削減するするするする。）。）。）。）

中型中型中型中型イカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁船漁船漁船漁船（（（（159159159159㌧㌧㌧㌧））））におけるにおけるにおけるにおけるLEDLEDLEDLED導入実証試験導入実証試験導入実証試験導入実証試験

①①①①メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯とととと併用併用併用併用をををを前提前提前提前提
（（（（集魚状況集魚状況集魚状況集魚状況にににに応応応応じてじてじてじてメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯をををを減灯減灯減灯減灯））））としたとしたとしたとした実証試験実証試験実証試験実証試験

LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの有効照射率向上有効照射率向上有効照射率向上有効照射率向上をををを目的目的目的目的としとしとしとし、、、、LEDLEDLEDLEDパネルパネルパネルパネルのののの位置位置位置位置をををを変更変更変更変更しししし
てててて、、、、操業開始時操業開始時操業開始時操業開始時ののののメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯のののの減灯割合向上減灯割合向上減灯割合向上減灯割合向上をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

緑色緑色緑色緑色 20202020年度取付位置年度取付位置年度取付位置年度取付位置

赤色赤色赤色赤色 21212121年度取付位置年度取付位置年度取付位置年度取付位置

�燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較

既存漁灯形態 メタハラ108kW+LED

メタハラ162kW+LED

減減減減

比較

774

比較

42.9%42.9%42.9%42.9% 減減減減640

1,120

31%31%31%31%

【【【【1111日日日日あたりのあたりのあたりのあたりの漁灯点灯時漁灯点灯時漁灯点灯時漁灯点灯時にににに要要要要したしたしたした燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量】】】】
（（（（単位単位単位単位 LLLL））））

※１ 漁灯点灯時の補機関が要した燃料消費量実測値から試算。漁灯以外の電力分も含む。
※２ 実証状態では、漁模様に応じて、メタハラ灯を減灯して操業している。

�漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量
○○○○操業開始時操業開始時操業開始時操業開始時ののののメタハラメタハラメタハラメタハラ併用数併用数併用数併用数がががが既存漁灯数既存漁灯数既存漁灯数既存漁灯数のののの5555割弱割弱割弱割弱のののの場合場合場合場合
（（（（例例例例：：：：メタハラメタハラメタハラメタハラ72kW+LED72kW+LED72kW+LED72kW+LED、、、、メタハラメタハラメタハラメタハラ108kW+LED108kW+LED108kW+LED108kW+LED））））

⇒⇒⇒⇒ 同等他船同等他船同等他船同等他船とととと比較比較比較比較しししし、、、、漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量はははは若干劣若干劣若干劣若干劣るるるる

○○○○操業開始時操業開始時操業開始時操業開始時ののののメタハラメタハラメタハラメタハラ併用数併用数併用数併用数がががが既存漁灯数既存漁灯数既存漁灯数既存漁灯数のののの6666割強割強割強割強のののの場合場合場合場合
（（（（例例例例：：：：メタハラメタハラメタハラメタハラ162kW+LED162kW+LED162kW+LED162kW+LED））））

⇒⇒⇒⇒ ほぼほぼほぼほぼ同等同等同等同等のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量をををを確保確保確保確保

中型中型中型中型イカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁船漁船漁船漁船（（（（183183183183トントントントン））））におけるにおけるにおけるにおける主要漁灯主要漁灯主要漁灯主要漁灯としてのとしてのとしてのとしての
拡散配光型拡散配光型拡散配光型拡散配光型LEDLEDLEDLED漁灯導入実証試験漁灯導入実証試験漁灯導入実証試験漁灯導入実証試験

放電灯放電灯放電灯放電灯はははは既存配置既存配置既存配置既存配置のままでのままでのままでのままで，，，，①①①①放電灯光放電灯光放電灯光放電灯光をををを遮遮遮遮らないらないらないらない，，，，②②②②放電灯放電灯放電灯放電灯のののの放射熱放射熱放射熱放射熱のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ難難難難いいいい
位置位置位置位置ににににLEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯をををを設置設置設置設置。。。。

【【【【従来従来従来従来のののの実証試験実証試験実証試験実証試験】】】】

LEDLEDLEDLEDのののの光源特性光源特性光源特性光源特性をををを十分活十分活十分活十分活かしきれていないのではないかかしきれていないのではないかかしきれていないのではないかかしきれていないのではないか？？？？

①①①①既存漁灯既存漁灯既存漁灯既存漁灯をををを移設移設移設移設しししし、、、、LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯をををを漁船漁船漁船漁船のののの主要漁灯主要漁灯主要漁灯主要漁灯とととと
してしてしてして配光制御配光制御配光制御配光制御しししし易易易易いいいい位置位置位置位置にににに設置設置設置設置

②②②②設置設置設置設置するするするするLEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯はははは、、、、さらにさらにさらにさらにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー変換効率変換効率変換効率変換効率
にににに高高高高いものとしいものとしいものとしいものとし、、、、出力減出力減出力減出力減。。。。
（（（（現状現状現状現状80kW80kW80kW80kW→→→→40kW40kW40kW40kW））））

②②②②可能可能可能可能なななな限限限限りりりりLEDLEDLEDLED漁灯単独漁灯単独漁灯単独漁灯単独でででで操業操業操業操業をををを目指目指目指目指したしたしたした実証試験実証試験実証試験実証試験をををを実施実施実施実施。。。。

メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（246kW246kW246kW246kW））））→→→→ LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯（（（（40kW40kW40kW40kW）＋）＋）＋）＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（90kW90kW90kW90kW））））にににに換装換装換装換装
（（（（※※※※可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のみでのみでのみでのみで操業操業操業操業をををを実施実施実施実施するするするする。）。）。）。）

�燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較

既存漁灯形態 LED単独

メタハラ灯+LED

比較

85%85%85%85% 減減減減95

626

47%47%47%47% 減減減減

比較

329

�漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量
○○○○LEDLEDLEDLED単独操業単独操業単独操業単独操業のののの場合場合場合場合

⇒⇒⇒⇒ 操業開始操業開始操業開始操業開始からからからから数時間数時間数時間数時間はははは、、、、漁漁漁漁がががが続続続続くもののくもののくもののくものの、、、、夜半過夜半過夜半過夜半過ぎからぎからぎからぎから漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量がががが低減低減低減低減したしたしたした。。。。

○○○○メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯をををを併用併用併用併用したしたしたした場合場合場合場合

⇒⇒⇒⇒ ほぼほぼほぼほぼ同等同等同等同等のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量をををを確保確保確保確保

【【【【1111日日日日あたりのあたりのあたりのあたりの漁灯漁灯漁灯漁灯にににに要要要要したしたしたした燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量】】】】 （（（（単位単位単位単位 LLLL））））

※1 既存漁灯形態の値はLED漁灯の燃油消費量実績データより試算。
※2 メタハラ併用時における燃料消費量は、点灯条件毎の燃油消費量の平均値

【【【【21212121年度漁期年度漁期年度漁期年度漁期のののの要要要要したしたしたした総燃油消費量総燃油消費量総燃油消費量総燃油消費量】】】】

既存漁灯形態 21年度実績

482

比較

14%14%14%14% 減減減減413

（（（（単位単位単位単位 KLKLKLKL））））

※ 既存漁灯形態の値はLED漁灯の燃油消費量実績データより試算。



③小型イカ釣り漁業への導入事例

◎◎◎◎20202020年度年度年度年度までのまでのまでのまでの到達点到達点到達点到達点

メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯とととと併用併用併用併用をををを前提前提前提前提（（（（集魚状況集魚状況集魚状況集魚状況にににに応応応応じてじてじてじてメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯をををを減灯減灯減灯減灯））））
としたとしたとしたとした実証試験実証試験実証試験実証試験をををを実施実施実施実施

【【【【燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量】】】】
・・・・一航海一航海一航海一航海におけるにおけるにおけるにおける燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを30303030％（％（％（％（試算値試算値試算値試算値））））削減削減削減削減

【【【【漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量】】】】
・・・・従前従前従前従前とほぼとほぼとほぼとほぼ同等同等同等同等のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量をををを確保確保確保確保。。。。ただしただしただしただし、、、、接近操業接近操業接近操業接近操業においてにおいてにおいてにおいて、、、、近隣他船近隣他船近隣他船近隣他船とととと比比比比

較較較較しししし、、、、獲獲獲獲りりりり負負負負けするけするけするけする場合場合場合場合もあったもあったもあったもあった。。。。

小型小型小型小型イカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁船漁船漁船漁船（（（（19191919トントントントン））））によるによるによるによるLEDLEDLEDLED漁灯導入集団操業試験漁灯導入集団操業試験漁灯導入集団操業試験漁灯導入集団操業試験

メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（160kW160kW160kW160kW））））→→→→ LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯（（（（9kW9kW9kW9kW）＋）＋）＋）＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯（（（（150kW150kW150kW150kW））））にににに換装換装換装換装
（（（（※※※※実証試験海域実証試験海域実証試験海域実証試験海域ごとにごとにごとにごとに併用併用併用併用するするするするメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯のののの上限上限上限上限、、、、点灯点灯点灯点灯パターンパターンパターンパターンをををを定定定定めてめてめてめて実証試験実証試験実証試験実証試験をををを実施実施実施実施。）。）。）。）

※※※※実証試験船実証試験船実証試験船実証試験船9999隻隻隻隻によりによりによりによりメタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯のののの併用灯数併用灯数併用灯数併用灯数をををを変変変変えながらえながらえながらえながら集団操業集団操業集団操業集団操業をををを実施実施実施実施。。。。

8888月初旬月初旬月初旬月初旬～～～～9999月末月末月末月末 北海道沖海域北海道沖海域北海道沖海域北海道沖海域 4444隻隻隻隻、、、、壱岐壱岐壱岐壱岐～～～～島根県沖島根県沖島根県沖島根県沖 5555隻隻隻隻にににに別別別別れれれれ各海域各海域各海域各海域でででで集団操業集団操業集団操業集団操業

1111月初旬月初旬月初旬月初旬～～～～2222月末月末月末月末 壱岐沖海域壱岐沖海域壱岐沖海域壱岐沖海域にてにてにてにて、、、、9999隻隻隻隻でででで集団操業集団操業集団操業集団操業をををを実施実施実施実施

各海域各海域各海域各海域におけるにおけるにおけるにおける実証船実証船実証船実証船のののの操業位置操業位置操業位置操業位置
実証船実証船実証船実証船のののの装備装備装備装備のののの様子様子様子様子

�燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較燃料消費量比較

既存漁灯形態 メタハラ108kW+LED

たきこみ

減減減減

比較

787

比較

22.5%22.5%22.5%22.5% 減減減減749

967

19%19%19%19%

【【【【一操業一操業一操業一操業にににに要要要要したしたしたした燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量】】】】
（（（（単位単位単位単位 LLLL））））

※1 既存漁灯形態、実証形態の値はLED漁灯の燃油消費量実績データの試算値
＋往復航海に消費した燃料消費量の平均値より試算。

※2 たきこみとは、メタハラ、LEDをフル点灯後、メタハラ灯を減灯する点灯パターン

�漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量

○○○○北海道沖北海道沖北海道沖北海道沖（（（（夏場操業夏場操業夏場操業夏場操業））））
⇒⇒⇒⇒ メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯のののの併用灯数併用灯数併用灯数併用灯数とととと漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量がががが比例比例比例比例しししし、、、、メタハラメタハラメタハラメタハラ108108108108ｋｋｋｋWWWWとのとのとのとの併用併用併用併用でででで、、、、

同等他船同等他船同等他船同等他船とととと同同同同レベルレベルレベルレベルのののの漁獲漁獲漁獲漁獲となったとなったとなったとなった。。。。

○○○○壱岐壱岐壱岐壱岐～～～～島根沖島根沖島根沖島根沖（（（（夏場夏場夏場夏場））））
⇒⇒⇒⇒ LEDLEDLEDLED単独単独単独単独のののの操業操業操業操業ではではではでは、、、、同等他船同等他船同等他船同等他船にににに漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量はははは劣劣劣劣るもののるもののるもののるものの、、、、メタハラメタハラメタハラメタハラ12kW12kW12kW12kW

～～～～90kW90kW90kW90kWのののの併用併用併用併用ではではではでは、、、、同等他船同等他船同等他船同等他船とととと同同同同レベルレベルレベルレベルのののの漁獲漁獲漁獲漁獲となったとなったとなったとなった。。。。

○○○○壱岐沖壱岐沖壱岐沖壱岐沖（（（（冬場冬場冬場冬場））））
⇒⇒⇒⇒ 「「「「たきこみたきこみたきこみたきこみ」」」」したしたしたしたケースケースケースケースではではではでは、、、、同等他船同等他船同等他船同等他船とととと同同同同レベルレベルレベルレベルのののの漁獲漁獲漁獲漁獲をををを確保確保確保確保したしたしたした。。。。

�集団操業集団操業集団操業集団操業によるによるによるによる影響影響影響影響

壱岐沖海域壱岐沖海域壱岐沖海域壱岐沖海域（（（（冬場冬場冬場冬場））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、試験船試験船試験船試験船をををを中心中心中心中心にににに2222マイルマイルマイルマイル以内以内以内以内にににに5555隻以上隻以上隻以上隻以上のののの漁船漁船漁船漁船がががが
在位在位在位在位しししし、、、、操業操業操業操業しているしているしているしている状態状態状態状態をををを「「「「密集状態密集状態密集状態密集状態」」」」とととと定義定義定義定義しししし、、、、漁獲結果漁獲結果漁獲結果漁獲結果をををを分析分析分析分析

⇒⇒⇒⇒ 近隣漁船近隣漁船近隣漁船近隣漁船ならびにならびにならびにならびに、、、、試験船試験船試験船試験船とのとのとのとの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量にににに大大大大きなきなきなきな差差差差はははは見見見見られずられずられずられず。。。。
（（（（ただしただしただしただし、、、、壱岐沖壱岐沖壱岐沖壱岐沖のののの操業操業操業操業ではではではでは、、、、たきこみをたきこみをたきこみをたきこみを行行行行ったったったった操業操業操業操業ががががメインメインメインメインであったことであったことであったことであったこと
にににに留意留意留意留意するするするする必要必要必要必要ありありありあり。）。）。）。）



・サンマ棒受網漁業

・イカ釣り漁業

再現性確認再現性確認再現性確認再現性確認

LEDLEDLEDLED灯灯灯灯＋＋＋＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯 ★
全灯全灯全灯全灯LEDLEDLEDLED灯灯灯灯 ★

LEDLEDLEDLED灯灯灯灯＋＋＋＋白熱灯白熱灯白熱灯白熱灯＋＋＋＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯 ★
LEDLEDLEDLED灯灯灯灯＋＋＋＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯 ★

全灯全灯全灯全灯LEDLEDLEDLED灯灯灯灯 ★

大型漁船大型漁船大型漁船大型漁船

小型漁船小型漁船小型漁船小型漁船

 改善 改善 改善 改善・・・・改良改良改良改良がががが必要必要必要必要
船規模船規模船規模船規模 集魚灯設備状況集魚灯設備状況集魚灯設備状況集魚灯設備状況 未実証未実証未実証未実証 実用化実用化実用化実用化レベルレベルレベルレベル

実証実証実証実証ののののレベルレベルレベルレベル

再現性確認再現性確認再現性確認再現性確認

LEDLEDLEDLED灯灯灯灯＋＋＋＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯 ★
全灯全灯全灯全灯LEDLEDLEDLED灯灯灯灯 ★

LEDLEDLEDLED灯灯灯灯＋＋＋＋メタハラメタハラメタハラメタハラ灯灯灯灯 ★
全灯全灯全灯全灯LEDLEDLEDLED灯灯灯灯 ★

中型漁船中型漁船中型漁船中型漁船

小型漁船小型漁船小型漁船小型漁船

 改善 改善 改善 改善・・・・改良改良改良改良がががが必要必要必要必要
船規模船規模船規模船規模 集魚灯設備状況集魚灯設備状況集魚灯設備状況集魚灯設備状況

実証実証実証実証ののののレベルレベルレベルレベル
未実証未実証未実証未実証 実用化実用化実用化実用化レベルレベルレベルレベル

３．LED漁灯実証試験に係る現状の到達点

【【【【LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯によるによるによるによる実証段階一覧表実証段階一覧表実証段階一覧表実証段階一覧表】】】】

※※※※補助事業補助事業補助事業補助事業をををを活用活用活用活用しししし、、、、大型漁船大型漁船大型漁船大型漁船7777隻隻隻隻、、、、小型漁船小型漁船小型漁船小型漁船27272727隻隻隻隻がががが導入導入導入導入しているしているしているしている状況状況状況状況。。。。

※※※※試験事業試験事業試験事業試験事業のののの実施例以外実施例以外実施例以外実施例以外ではではではでは、、、、導入事例導入事例導入事例導入事例はないはないはないはない。。。。

LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの普及普及普及普及にににに向向向向けてけてけてけて（（（（今後今後今後今後のののの課題課題課題課題））））

諸条件諸条件諸条件諸条件のののの違違違違いやいやいやいや船団使用船団使用船団使用船団使用によるによるによるによるLEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの漁獲成績漁獲成績漁獲成績漁獲成績のののの比較検討比較検討比較検討比較検討をををを
継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施するするするする必要必要必要必要あるあるあるある。。。。

◎◎◎◎LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの実証試験事例実証試験事例実証試験事例実証試験事例がまだがまだがまだがまだ少少少少ないないないない

季節季節季節季節やややや水域等水域等水域等水域等のののの条件条件条件条件がががが異異異異なればなればなればなれば、、、、LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの性能評価性能評価性能評価性能評価はははは異異異異なるなるなるなる。。。。

光源光源光源光源とととと漁獲対象生物漁獲対象生物漁獲対象生物漁獲対象生物のののの対光行動対光行動対光行動対光行動のののの関係関係関係関係をををを解明解明解明解明しししし、、、、LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯のののの特性特性特性特性をををを
最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用したしたしたした操業方法操業方法操業方法操業方法のののの確立確立確立確立がががが必要必要必要必要。。。。

◎◎◎◎光源光源光源光源にににに対対対対するするするする漁獲対象生物漁獲対象生物漁獲対象生物漁獲対象生物のののの行動行動行動行動についてについてについてについて知見知見知見知見がががが少少少少ないないないない

LEDLEDLEDLED漁灯漁灯漁灯漁灯をををを導入導入導入導入するするするする上上上上でのでのでのでのボトルネックボトルネックボトルネックボトルネックのひとつになっているのひとつになっているのひとつになっているのひとつになっている。。。。


