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漁業部



要旨
 '昭和讐ユ隼度からの縦続事業として当漁業一試験を一実施した。.
 奉年度試験においてはメチヵ漁糞でなく,漸無一一本的ナバー大づり、・一アイザメ延縄
 漁業試戯を兼やる目的で出漁したが沖有・での海流.況及天候に禍され、一メチ力及瀬熱漁

 メチ.カ曳縄及瀬魚一本つり漁具を使用し下記鋼奄を実施した。
1'.

 5。メチカの鞍料魂による澤上原醇付の状碑
 在・.毒真集、'本づ'りのアプライ.カ蔓草料・{吏用状…冠
5.

 6、その熾
a)

 試験箱ちどり丸ユ9.5?古。■I50亘1P
 ユ05型魚群探.知擬～ユ式
 25無線機.～ユ式

 ・)漁.黒の鵜竃10組
 イ)メラ=・か曳縄ユ.o絶
 つり竿£～3k(・5・{一6里。)
 つり.糸十イロソヂグ子ユ分2腰.～?鼠
 ホロ板棚板
 つり針ほろ引二本取

 口)・穣.無一.本づり一ε組.
 従来当場使用のもの

 §実施期間
 §昭和33年生月1州・～・基月い弓
 §調査海域

         至.経過

         苧,昂一'一一■.         月目天候風向力         4.ユ8o一SW4皆擦ノ一ヒなる凛場一機騨、_湊、中1
         19oN亙3ユーO工9,22.o↓o.^屋久島神
         20bOS三一4一ユ。oユ9222.2.ユ5.。ψ

         。。1bosEムユ,oユ。宮2一、.6.しn〃一

         コ=sw4},oo冨11宮2土13〕君ユ.c・竃。・1竃卜・ユ..㍗/・…I・i{ユ鮒1ウ6百1引2」辿!〃         毫4o,一1ユ.、ω〕9
         £5rs互2         L・・工,O06         1〔1〕ττ岬)⊥1」010".

         ■一'

 一ヒなる凛場一
 価蛙東岸、1:湊汗一1

 §1一.'''汕



 沖合永遠より給しく低下しており粋含の暖流勢力との汐壌は巨岸4～5浬附近に判・
 然とし形成さ.れている。
 §.一般漁況
 従来メチカ漁場は熊野東方神合と種子島北西部(蒲田沖～馬老廃近海5.及屋久島
 (一漆及宮之浦沖合)として知られ宮崎高知の県外船の出漁も島って福当惑裸を呈して
 いたが。末年の漁況の特徴としては屋久島沖合漁場を除いてはポ漁場は形成されていな
 い。屋久島沖では4月上句一より出漁をみて、地元紛、50隻内外、県外船(主としで宮
 蜥県)壬Oρ漁船にて操業している上旬隼ユ5日ごろま一では}総当りユO.～ユOO.
 メ位の漁獲をなしてゐる。試験衰業中・の漁滉は経過の項で記述した坤く漁.獲においては
 芳しい成績はあげ得なかった。その主なる原因として、天候及海況の影響が大きい。
 即ち天候悪化の為操叢時間が制限されたり又漁船が小型の為充分な操業が出来ない。

 メチカ漁繋は曳縄の一種で船一を旋回させながら漁描するので一この事は漁獲を左右する大
 きな百。c‡oエてあろ5。漁は短時間の餌付であり、船の移動がはげ.しく、まき餌に
 よる魚群が密集しても・脊畢に餌付が良くならぬのは波浪によって鉢ゐオドーリが大きく
 一なる為で島ろ5。
 餌付の良好な時。間を調・査してみると朝、タマジメに最も良好とな.る、潮流については充.
 分た資料は得られなかったが、メチカの習性として沿岸性.岬角の急汐を好むとされ、
 常に急汐串にふっては汐に向って魚体を保持してみると云おれてゐるが、屋久島沖Q漁
 場も倒れも沙流の遠い場所であり、特に一湊・沖漁場は流速の顕緒な所である。
 この事は漁場{o選定方法、或は操業上大きな問題点を残してみる2即、漁場の選定方法一
 'については他船より歳.るべく汐上の方法を選び又操業上まき餌は汐上でまき、旋回も汐
 を横切る一様に大き一く旋回する一事が潰、獲向上の一方I法である。

 燕.メチカの餌料別に対する餌付に?いて
 昨年.の漁業試験来餌料に対する研究を打って来たが今年もシラースキキビナゴについて

 ∵調.査して見た結集次表のとおりとなった。

 11回目!星回目・3回目一計
 ・γラス餌料のみユ2ユ093.ユ

 き窯叢11手1ユl11
 喉業・時間多、。分1石、、分各、、分・

 33島63一ユ

 これより考察す.れば何ら・与る一事はないが、篤一回はシラス、キビナゴ、γラス、'キビ混
 合の胴とし、第二団目はキビナゴ、!ラス、キビ混合、シラ㍉第三回自はシラスヘキ
 ピ混合“ソラス、キビナゴの願としたので{ま.ぎ餌の浮瀧の時間に大きく響く様セソ
 ラス時時間が長いだけ、まき餌としての効.栗を高める事は認めるが、それをキビナゴの

 、場合量でカバーすればそれだけの事で漁獲はおきなえるものと思5。
 忘瀬魚一本つり試験
 メチカ漁が朝夕に漁獲が島るので昼間瀬魚漁業を実施したが漁は全くなかった。
 I屋久軌宮孝浦河口を調査した当漁場に料・ては志戸子漁協の組合貴が出漁し、アカハ
 ラを漁撃し{アカハラを漁獲してみるが漁場的には荒廃したものでわずかにイナゴ、の
 …,6尾の漁獲が島った。尚餌料としてアプライカ(ニシニ/油にとかしたイカ)・とメチ
 カを使用.したが漁獲が少なかったので充分な資料はとり得なかった。
 今後瀬魚試験の折、・'再調査したい。

 一一2川。



 .§無体調査について
 メチカ93.尾について体長のみを測定したが、宮6,7G聰.～

 のもので島りまとまった魚.群である。
 50、工。bの間

体長測定表
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 とび魚漁業調書
§はしがき
 熊毛毒域のとび魚漁菜は一本県とび魚源瑳の8D{90%を占砂ズ同藩1威において㌻バ
 ー産の衰微した現在、こ洲鯨訓育鞍。逢書維存度は非常に高く一位鶴雑嚢汲.ぼす影響も大きい。
 この漁業に科学的滝竜一形態を臭へ石と共に、魚群探知糠を作動し魚群の早期発見をなし、業
 著への遠織をなすと共に、遊調査、接岸、離岸の調査及海洋観測を実施し、とび魚漁業の
 振興を計る事を目的として築施した、

調査方法

 使用船、試験船ちと.り丸ユ9.75to亘一5.O亘P一
 装I傭日泰電気ユ.g3型.魚群探知機.
 使用漁具ナグリ網

 内網1ユ寸7分
 の三重網

外網5寸
 調査項目ユ・..魚群の早期発見による来雌水域

 2.産卵直前の接岸及摺携調査
'3'魚体測定
 4、海洋観測
 51そIの他

 言周王蛮ミ藁自間5月4目～5月ユ8日
 魚探機作動による魚群映像吾こついて
 漁民の間では、魚見鉛制度を採用・して、.点群の接岸状湶を見守り、藁年の経験によ

 る勘により燐光、=臭、及飛騨ごよって、接岸群を見つける方拙をとっているが“ζの
 方法においては、単に産卵産弧接隼した魚群だけ牽見るにとど.まり、極く限られた
 声よりの浮上した、時のみ有意義である。昭和28年痩以降、魚群探知=鶴を作動レての
 調査結果から・率群は沖合より接1岸直前に来準する火のでなく・すでに1菌癖をなしてお
 り.産卵に適する環境に参る時。の争接岸する率は確火なので試験船の戸動も沖合魚群の 娃認に重点をおいた。
 a)爵宅島周辺調査

 馬毛島における調査は、O月4日')ユエ日と5月ユ?～ユ色Elの2回に一'

 .蟻譲綜鱗鷺驚驚争叩れ図のと幼であ・孔
 底層及中層以.下に多く認められ、て'ばる〆篤一図
 るが、・その海底の関係から見た.場・・合は
 別区(魚探記録紙より)にある如く一

 凹凸のはげ・い海脚部鴫1、▲
 忌轟忠呈貯誰澤繍!/砧＼

 欝1㌢人1{一
 芸鱒驚て毛、'
 毛農の魚群は調査期。毒、...ノ
 間中の移動は全然認、/・
 訟詐島凄驚庁1一『駄1
 が末だない事からしノj一…二一一;眼ノ/

 衣丁ノノ・



鷲繋驚簿1繁欝簑黒
 朱海洋旬報を参考にす.れば、年年の5月上句海洋の概況は、沖合水温は全般的に上昇して

 霧藩㍗1謙1簿準鵠呼
溝締滞蟻1藩1誰幾
驚繁繁
 農蹴票単身鰐隷芝÷
諦瓢跨:二川轍嚇

■

欝籔拳謙華
 .雛篠隷;ま覧㍍絆票

 二簿維驚驚驚孟1奮叶ξ簑苧㍗

 蟹蟻餓纂蒸如欝♂瓢幾掌妊
 考塙柚…鰯をな二;鰍!て終毛の結果鱗蓑榔。
 遊状況については従来から云はれてゐるように、

 句・屋久島西方二一。.馬毛

一器

 魔久、糧予の中間→、篶毛
 屋久、北西岸r馬毛

■



 の3一つの経路が者へられているが、今年の一漆定澄の漁獲呂、及種子島、申極子沖での漁

 獲浦毛細鱒鮒言蝉から撚すオ㌣f本竿において岳干③の経路が島ではまるぺ
 溝.場について
 騒タ、跨榊においては明治年閥は叶土星久、一一湊～宮之溝沿岸に漁場が形成され、大正初期
 (堀和ユ8年ごろまでは下麗久、粟生}安房間に移動、し昭ネロ19年以来においては山整久
 のみ漁場は形成されたが昨年来、下.堅久にも漁場が形成されている。
 本年度の漁.揚は前述一の如く、下.屋久に主漁場が移行してみるが過去5ヶ年間の漁場を下図

 昭和宮8年ごろまでは.永田～宮之浦に漁、場は集中レそ.れ以後は宮之浦小瀬田問の楠川神
 が主漁場となっている。又馬毛島においては、漁場が東海岸に多くJわずかに昭和28年.
 において一西海岸に主漁場を形成してみる。馬毛、麗久の漁、場図より考察

昭和28年
29年

30年
 3ユ年
52年.
 53・年

 ユはいづれも初漁

 し得る事は、.各年共、漁場は一定の抜い範囲に限定され広範囲(馬番屋久全沿岸)が漁
 場化ず一,る事はない6この様な事は目的魚、たる}ビ魚.が産卵の為接岸するあで;.そあ特定の
 沿岸の外界要因が産卵に最も適した,醍のみ、錘岸すち事に大.きな原因があると恩おれる。.
 漁期について

 従来。。・・趾句から・月中館で11い半漁の繍と云われ和たが最近の鮪は1=・月
 中旬より6月末までの漉.期が多くなっている。..
 初漁は従来までの言日録では、よ毘久水圧トト湊の臨が珪、女一よ氏5日㌧7日経過凌、.=馬.
 毛嚢沿岸で漁事がなされてゐるが“次表1と示す如く、.睾g1年・)32年は逆に馬毛が早いがI一
 本年慶1においてぽ叉馬毛より展久の方が早くなっている。
 初漁日を決定づける一海況的なものは今年度菟分研究出兼窪か?たが“沖合翔魅永高時に
 打ちれていると(初漁目以帥・にすでに魚群反応を認め名毎より推察)}で秤漁日の決定控
 鵡簑祭驚麦驚かも知枇レ'岬叩刺郷苧干によ蝉の流入著・



         {有・漁日数
         =毎次初漁、日終漁日5月6月7月A計漁獲尾数操業.数

         5月ユ6.日㌣月5日825334ユ・・3号g,B91尾㈹
         ..285月ユエ日?月7日ユ3ユ85343.022565@ユ念

         5月5日?月5日8ユ92
         ・.一295月5日6月29El74         5?日6月20日714.コ1,892,493幽2,4]6,468(ユ3虹2ユ2,5㌣6,魁3.⑭
         .305月23日6月ユ9日49ユ5。43処_
         ・リ7日7月5日'7162555,32ユ,湖㈹

         召ユ一5月ユ3日6月30日ユ4ユ527?,355559帖◎

         5月12日7月8日812一2224,螂,9ユ?⑳
         .325月ユ51ヨ?月2日392ユ45,㌣09;。8坐Q幼
         .5月ユ2目15⑳
         335月27日・?6ユ⑭◎

上段'1馬毛
29日現在下段.屋久

 1。喜魚鰯査にらい七
 “月ユ5日展久島小瀬田沖φ毛のについて調査をなした。
体長組成

 一け
10

 ・..一2与.考5・・～,o～蜥鞭一虻1占三ラ29写
 体一斉紅おいては、大都分25.OO聰～一2富二5C蘂の範馳内にあ?大きの.主との?た、
 焦.群で島り、体重は、1-6I0～1909rの範囲内で一・番多いのは、ユ?O～ユ90gr
 も卵ある。第二琴はエラぶた後方の周経を毒症したもので・ナグ1綱の百合の計算基礎一
 にする為実施した。孝一れによれば現在の員倉ユーす言分(周経ユ10皿8霊皿)では小さく
 来年軍より含寸目に変軍したい。

8



海洋観測
 熊毛海域の表面水温は、屋久墜2ユー.6(・22.量馬毛睦20.2.～2ユ.5・
 台を示し、昨年同期とすれば、馬毛一島では2。二一23Cの低下を示し、屋久島・はユ、・O
 G内外の低目・となってゐる。中層崖届の水1量は、一般的にユO。・σ.～20.Cの低目を=.
 示してみるが、馬毛島近海は特にこの顔向が蓄しへ
 次に馬そト屋久昼の垂直分布を別図に示す如く、屋久隆近海においてはレ)7.5平層ま
 でに尾2.Gぬ極めて轟い永帯が島り、,電毛附近は単調な分布を示してい名。之れより'
 考察すれ1芙、馬毛周辺は沿岸水におほわれてゐるが、星久島は暖流の分派によって.お
 おわれてゐる竜のと恩はれる。こ一の事は本年のトビ漁が.展久においてユ5日早かった事
 と考へ合せ、沿岸水のはり出しと、・暖流勢力との交合により水塊の変る事加漁場形成の
 要一因と思われる。

 水温、垂直分布図



考察
 亭軸織は相当の濃群で基が天候不1鰍沿岸水の鶴の嘉鱗が率タ1誰より馬毛

 駐おくれてゐち。水塊の変る=劉こより漁場は形成さ.れるであろうよ
 魚見船制度において焦燥探鋤裏使川は、・沖合(・2～4・浬)に重点をおくべぎで島り、

 婆.岸以揃すでに鱗形成を打ってゐるので早期出濤、すべきである。
 奮、鉢はE二2δ。・～28,50日BWユ6G～ユ90g士が大都分であるぎ
 魚群が産卵の為接岸する瞳刻はO時以前、以後の区劫はされ青い。
 鍵就のやり方でふると、魚場評ある一定の狭い所に限定されてゐるが、現在より;壬,つ

 二と広く漁場形成がなされるこ.とを見込んで魚見鉛を増加すべきであろう。

 無・_探.機記録.緯
 轟宅島下ノ榊

 馬毛整繋セ

屋久島小瀬田沖 漁茗蔓2?'萬;

一睦久鳥一早蜻沖.
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 まぐろ漁業試験報告
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2第二次 3第三次



 昭和3早年映1まぐろ激薬試験

 第一次まぐろ漁業試験

 藪・まえかき
 繕繭33年度第一次まぐろ漁業試験と対馬暖流水系海洋観測を築施したのでその繕巣を報
 幸する。尚本試験に1捕莫大島古仁還翻交永産科実習生(予名)剛茎誰箪村から研修生ユ
 名が乗酷当該瀞.難の実習及び銃海運用の実習を実施一した。

 還講藍の要冒

 鯨騨水系海繊を実施し帆・牟1一蜘岬塵十・4維帥海域の鰹を一・
 肴魑南下t・た。
 王軍海轍こおいて衰初5渡～ユO度ユ52度～ユ55度週あ当場における例年の演義試験
 跨好漁したヨ.ユ1り書こ調査換葉したが漁'事に先もわしく、.後半は時期酌に初めての漁場5度.
 町^一ユ3尾廣亙華中心に操業したが。前記簿努より硝カ良い漁事を見定ので連続錘業した
 崖'・全般的に不成績に終り各漁一場隼おいてユ5回操業を麿し帰途についた。

穀海洋調養二二
 藍児鵠県開騨恥)壷美大島ナソドン岩(劉紙観測資料STi～9)一.及び旗場までの航海キ
 (毎日偶数時間の嚢風水温測定)又漁ろう巾投縄後気象、海象、揚縄後稚魚9採取を実施'
 した(別記穣剰資秤参照)

 歎漁業調査・
 別言己まぐろ莚革を使用して下記中調査をなした。
 ω.→受繊.・.㈲一般漁貌㈲・経緯度臥.漁獲状況及峨鰯査。

 (、〕瓢苧獲嵩況其ゐ鴇の隻竜一"平重油舳及g=玉ポリパーチ!一ソト使臓撃.
 I邑..一試験鉛及ぴ書賄・
 津駿踏照南丸98.'9争屯I30-O馬力
 '詳細は5しお当場澗月.報第㌣弓を参照のこと一

 ぺ・・率具宅一織養
 練糸及クレモナユO匁(ケレモナ9虹相当)5本行
 枝間一わ一49.垣枝縄一=….ユ2皿セキヤ・マー一一6画

 ・・錫先ワイヤー一'一富・号5刑.・.鉤針一一一12・ミC皿.一
 浮縄しギr毫2,5誕

案実施期間=
 坤手・.・・年・月一6目
 ユ958年5月.8目

 差■958年5月一15日

鹿児島港出港
大阪港入港
鹿児島港入港

 21、操業期間・一
 自1-95-8年4月i品目

 一一季ユ958年4月28甲.

 I・一昨→



 3.操業厚数一一ユ5回
 4、漁場ぐラ苛島南東、.
 5.観測総定数4ユー点

南西海域

一般靭況
 a)開聞坤～大農サ=/ドン岩間.
 開聞岬～太島ナソドソ岩間の水温及ぴ垂直分布驚ユ図に示した。暖流の本流は屋久塵以南
 のST5.～ST8の間におり、水痘2ユC塩素螢19.一50の一種な安定した分布を
 示しているが、ST1.～ST4の大隅海峡を通過す一る支流は少い様で沿岸氷にお島れてい
 る〃楠期の観溺ヂ・仁と比較す弘輝は大差岬めないが・塩素軍におし1不全
 般的に高カゾと・だっている。
 b)漁場附.近の海況
 漁場の縦断水温・及び塩素量の蟄薦分布を地図傭2醐二示した。STユ・.7～S・T23双9
 ∵ホ5附近ぽユ50甲～500画磨では候温及び低カゾな値を示亡ぞ募り、南下すると
 再び底層においても水温も上昇し高カゾとなってい桃50エ丁附五が赤道反流域と赤遠流
 との収険線維近となっているものと考察される。

 WI■.。 .o.e 鉛一度分1蹄躍;
 於sI工工 ()ST9

 ・扇準率について
 太髄潅はユOo∵一N13卯宜附.近にて初操業をな.し次第に南下S。沖ク6。}Tユ3卵
 んユ55軌量の小海区にて1亨回繰挙をなした袴獲量及鈎獲率を別表第ユ表に示す。。
 ユξσ～工・3児のwよりの海域において上物沖獲率は良好械融蚊めた
 (王{01.1{06.}了OユIB)
 1530亘;以一東の海域においてはO.Iμ一・一ユ.26とい5極めて低い数字を示している。薄、穫鰯
 襲率において1・士平均5.5㌣となるも.止物量鱗蚊3.8?である。魚種別こはキヘグの2.5盲を
 葦鰯こメバチの。.99がこれに次ぎ、カジ.キ;〔…は。,oユ～o、ユ3となり鰯薄である。
 今次銃海においてけ讃1無(ナワラ、カツオ、カマス)筆絆ユ..むとなっている。キハダについては埋=

 融・8・3.(ミ州となってい城雛害鱗鵬問帥2機ユ嫡テ註)頼平鰍・
 2隼驚2次試滋)と比較す河沿開講廼よりは良好で島る。



 §魚種別出現率について
 第2表に負極刷出現率を示した。上物(マグロ、カジキ類)の拙理率は6φ.ユ彩.一
 ナメのユ手.8%雑魚の24・.1%と狂りサメ類の捌更率が本航海ではかなり高い数字
 を干している。上物の魚種別ではキハダの45・.ム形が最高でメバチ停ユ5字が次に・次ぎI
 カジキ類はいずれも2%以下という低い出現率である。各操業回数毎では封。?、8{
 9、ユ")一各回は上物の出現率は良.好であるが、.N02～N05では50影以下の上物の
 出ミ調.率で漁獲の大半が雑多メで占められている。

 漁場的ドは硝カwよりの海域が上物出現率が良好でふる。

 §漁場紅おける喬雇1水温・
 漁場における各層水温と釣獲率を第3図に示した。これは昨年周期と珪壷すれば表層
 においてぽ蓄しい変差位は認めないが、ユOp回以深においては低目を示している。又前一
 次蝋梅と比一較すれば同捧な顕向を示L蓄しい差位を認めている。

 §I魚体について
 今次航海.の主たる漁獲物キ^ダ'メバチについて体長測定した。(篤4図)

 △キ・、ダコ・"・・キハダ.体藁組成舞で一.興してわかる如くへ一メジ'(ユO.OC珊以†)の漁
 獲が・59形とい5高い数字を示している。メジを除いたものについては一ユエ。o皿(一
 ユ50G固にモードが.蒐ら.れてお!)、.軸航海と大体同様な魚体であ・るo



 桝ユ漠 漁獲量及釣獲率
 上段漁獲尾数().内さめ喰

下段  義主獲率%()一向さめ喰漁獲琴;%.
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第富表一 魚種別出現率.繁. 出現率%=
 言魚塑墜』墨妾芝.  .(ナメ鞍を含・ム)

 総無獲篤籔(歩メ織ヲ合ム)



第4図

鉛直分布図



△メバチについて
 メバチの体長組成のモiドは工。0
 0wユユミ…;C正!0二〕一声～こあ.り、?20

 画～16C副.の.広範囲にわたって之等

 を脊操業回毎に見れば(N07～NO
 ユ2回操業)のwよりの海域において
 は小型が.主要部を示めているが。Eよ
 りの海域では魚俸が大型魚となってい
 る。

 .△.カジキ類にっし・て
 カジキ類は漁獲尾数が少㌧・あ七宝たる
 傾向ぽ盗めないがク'ロカワ1一まユ400・
 坦～ユ7ユC1皿、マカジキは1ユと

 岬～17ユC腕、バン会ウカジキはユエ6θ腕～
 18ユ㎝工の・奮・範囲内にある。

 §漁獲魚の雌雄割合・
 鶴B表に焦衝別の雌壌断合を示しテ、
キハダは♂46・6'%♀53・4
 %メバーチでは秀・L・郷…。一・ユ
 %と杜ってやり、い瓶・も♀の漁獲が
 多か一った。
 当場過去矛・航海の傾向としては各魚種.
 共謬が多いが今回のみ宰が優先してい.
 一る。

 §ナメσ)破警に.ついて。

 歩メ類のネ度学率は最高65,.5、%一策1睡
 ○で島り、平均してユ4.4.形となっ
 ている。これらの被害率は前航海に比
 しユO%増とな?ている。
 魚種別に見ると、キハダでは4回目
 操業の78.b%を最高として全体と
 して■8∵6%となり、メバチでは・
 O,与%となり一その・他の魚種てば全然
 認められないd単ナメの被害率の多寡
 は漁具便用時間反歩メ類の多寡にもよ
 る.も.のと思われる'八.キハダの被害が
 一・番・甚大で島る。

 一難魚の混入について
 マグ巨額及.カジ'・キ、  ∴1外を雄として言已入したが之等の・鉤獲率はユ.69出現率では



 24.ユとだ一りべ特に5回目操業.時は
 約54、%の雑魚で占められている。
 主なる魚種はカツ青淋蹄でナワ

 ラ干。カマスなどがおる。

 漁獲量と鎖律置
 漁.獲量磯.。位置との関係を別表第4表
 に示した。・最も漁獲の良い偉観は中央
 部の2㌣、5%であり両一端・はいづれも
 ユb彩倉の漁獲で中央部の3本に比し
 て低い漁獲である。この事は前航海の
 と大差鮒い。この・・位蟹の1料二雑魚
 群の遊泳水深磁葦の島名蔀位の水温等
 プ麦ソ形状の良・否によって一左右される
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昭和33年度

第2次漁.業試験

まえがき
 本漁織験は昭帥・1紅明州～・艀川1川の離脇肺幸臓事に

 ;..塞ぐ箆‡回目海洋観測並に、東支那海÷バ糠例期の漁場調査と併せ、東支郷海のかじ

 1、一千類蝉試験を干苧応
 .一讃一'章ρ.肉秦、・一、,
 基試験の報告寧鶴其角海洋線況調査報告と併行したので該墳泰距』

 L3㌧一.
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昭和33年度第3次

 まぐろ漁業試験

 ⑪講壷の要旨'
 昭和33年度第ε次のまぐろ漁誰試験を沼和53年ユ。ユ月9出バラ才諸蝪1二.西約130
 鯉構亙・9o亜ユ33o附=近の点よ・り袴た。同海域はメバチを主体とする大巾{甦魚群の.棄.が
 若干昆暫られたがツヤチ及びナメ任よる被害が多.く驚櫛よ州鱗徽はパラす
 諸・裏南東約ユ0011菓附野で連続謡蜀査が行われ岡海域は又長ユ26C日前後の楮大型.の、

 ‡㌶桑㌶ぎ警驚喜詑誰簑慧㌶鮭言奮島驚喜簑罵鴉簑
 ついた。今回の操業換籍泣竈は篶ユ図に示した通りで、矢印の方陶が投縄の方廊である
 。又漁業試.験'を行5に当り漁場1こ於ける轟洋観測や其の他南海区水産研究所の試験総調
 査案施要填雫基き生物調査令形態調査も案蜷したが初期の目的が達し得られなかったI箏
 は残念であった。

 拍、.去まぐろ延縄漁糞試験には遂奏大臨吉仁慶高校水産科実習生(予名)が乗船当数
 漁業の実習及ぴ航海運用の実習をも実施した。

 ◎一一調一金船
 試盛総.照潮丸'g8,9・k屯.800馬力
 言主.・試験の設備箕の他詳締は5しお(当場発刊月報)第七号参睦の事

 ◎.琴旋I瑚聞
 自・.昭知55年10月2?El'・鹿児睦港出港

 〃一29日。大島都古仁麗港入葎
実習生乗船

 "身9自.古仁、墜溶出港
 昭和5ε年斗O月5.1目芦風25書の為沖縄ぺ緊竃.入港
 .〃一:ユエ月5目一締港出港
 〃ユエ.月一9日.鶴ユ回目操葉

 〃ユ4自第5自目・操葉
 〃24目鹿'児膳港一入港

 .◎漁、真及び摂誰概要
 ユ・今回使用レたまく'ろ鱗鯛は下記の通りであ亭。(ユ鉢絃葡
 一ユ,枝間。・50掘.

 2^斡縄.ll・鷲キニ'・誰.線.!一・1茎・
 .I㌦.枝.縄'クレモナ戦.ユれ.…末
 4.セキヤマ・27寺'㌣宏擦わ亨ホ..一5本

 1;雲㍗一1幾孟私17慧1・・、㍗・ぐ
 、∴貞慧造ふ・ll。∴工・㍗・..・二5千。
 当場てば昭和耳ユ年度鶴ユ'次南方まぐち漁糞試験を初めそより今向で鶴九海と牟ってい
 る力岬和32年4月に実施した築5次の試験操業で畔上記漁奥野造の磁錨も底付を同棲
 構潅で(枝間がユ間短い⊇壬末付を使痢していたので5太芦と些魚付で準撃率に差異が

 丁3ザ



 あるか否かについて今回迄の資料を揮用して検定してみた・然し操業した漁場が同一
 ぞないので資料を整理するに?いて適当でないか'も知れないが、宏試験船で操業Lた漁
 叡パラ寸を中心とした漁場でユO『,N～O。ユ星ヅ回～ユ26.Eの範曲内で9
 腕毒とも操業しているので、南北ユO。の大き・な海域をパラオ.海域としてユ単位漁場と
 ・して見でも差一支ないと者へられる。又時期的相違については、パラオ海域では一応安定
 した漁場といおれているが年による相違を無視する事には無理があると思5が、一応年
 度による漁I獲率差違が無いものとg仮説のもとに検定を行5事にした。
 先ず、各航海毎の要素を示すと鶴ユ表の通りで第ユ次より第5次迄をNとすれば

 .M=岳弓青二3.『.7ぴ～=?・04・.0928

 N=42互=5.83グ=一22ユ・95ユエとなる
 '6で亙=について検莞を行ケと亙49=葛ユ.72となり5%の限界ユ610
 より相当大きいのでこ6借料は同一母集団に属していると者へられない、一そこそM,4
 9の内昭和31.紅12月実施した鈷3次航海は漁獲率23一.59%とい5非常な好漁を
 なした時でこの様た好漁は車力瀧場に於ては見受片られ手事ではあるが9一次にわたる本・
 船鯛周査で牢非常に特別か異常現象であるので除いて再度計算するとM=43又簑。.94
 。甫{35ρユgユで万4'2=ユ.ミ63と5%の眼界と比べてわずかであるか小さいg
 で曄一の寄集団に恥て愉と!蹴られ午!・のでその分散を推雫すると
 声幸(壬一う十・.・F・….・…

 nユ十.u'富

 差ニニ.ol二5箏肝11千み・I々十平一
 ・3..83-2.9え..胴r

 t=。。杵V・一汗'一一・一。・となる

 ζれを自由痩・43+全2」畠;83として5%の値と比較すると少し大きいので有意の・一
 蓋郡認められる一のである。即ち、燃しっラオ近海に於いて昭和5一ユ年度ト昭和33年度
 に於いて漁況変動が無かったとするたらば泰竺鋒4本付よ.り。5去付に変べた事によって.
 漁獲が良くなったと云える事になる・

      雀ユ.表
      塵L太M目49■

      5

      鉱I'標本数ユ.ユ。2ユ13ユ2I'46一       ユO-1.

      ^獲λ
      8.453.OO23.5・93..㌣5.6.2ユ.
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     標・本・Nミ42
     “航.海.6㌣.」8■二一I一・一9。一■'一
     標本数漁獲%..ユ.ユユ3ユ3一5・

     ..∴

     ユO.54ユ。.24O.一296、一65

     最..大・漁獲%
     2.。ユ名'o.7基ユ.、15一O.18'9一

     最一十÷ユ5-852...8㌣・3'94.
     丁～5594三^…暮…暮'………十÷三書姜一4     c'zO'48ユ

     と…炉一・・ユ・・ユエユ
 .もしこの有意の差カ靖壷綻5差付にしえ事により生じた緯集だと判定するには早計であるが
 各鉱海別の変一動係数(O平)を見ても4未付の場合よ一りO。。ユ以上大きくな?ており5本付・
 の場倉の航海か好漁をする日の割合が大きくなってきている。も」錨鈎一を多く付ける劉こ
 より漁獲が臭くなったとするならば、これば磁鎖の水深が深くなつ牟為か或は投縄串海に於。
 け阜餌料の状態が潮流等の影響から4志村の場合よ一う漁襲に好結果をもたらしたのではない
 が等{色ヵの事が考案されるが、これ一らは漁況変動。)研究と兵種今後一検討すべき・と考える.

 5、操業
第3表操業所要蒔問表

        操業一回数I月日1使用・=約数投縄開始時間揮縄所'要時間揚.縄開始時間揚・縄所要時間漁具使用時間
        皿○い40エロ]一トユO回10～ユ5.危皿ユ9～o・5        ・本画1ユ1月。目1-350・O牡)20丁プ王Pユ2日∠二⊥⊃.rユ品日〃・ooユO^〕20ユ9～ユ。・        oユ0')ユρ.ユ9～oρI

        5ユO～4重・20～ユO

        514目ユエ。ooo一8～40ユ9～10

        合計63005いユO96～55.
        平均ユC～02・ユ9・～ユ9四一

        s-27...㌣・S一        一鉢平均6,4
        一

 ◎一漁況
 第一回目操業した9Nユ33皿海域では、1木中型メパーテ群が若干見られたがソヤチ及
 び歩メ類によ雌書が多く・錬竃I左姻以塊獲さ九れこみ海域は・月琴雄した第ユ牢
 航海く・もキハダの渦溝を見たが同様ナメ類の被害を2d毘以上受けている。
 一暮回目戸)操率のパラオ南東海域では圭仁串型メバチを主体とする魚群の瀬遊が見ら札昔通
 3%以上あ鎖慶率を示レ好漁の寧は?%近く音こ達する獲率を示した。カジキ類で蝉ノ
 I口カウ等酬購が非常に多く、ヶtコーカウがユ日1毘程度漁獲さ軋る程度で'・平均漁獲率、
 O.05%しか達しなかったが今動例年1こ比べ、パゼゥーカジキの摺遊が目立って多く焦、俸



 偉外型であった奉痔準一の目でユ6庭を上廻り平均O.46%の汝準率を示した。
.(箆畷参照)
 昧渥魚種別出・衰状.況で.はメバチが最も大=く42、富%を占め、・キkダがこれについて、
 ̀9〃一%で症年パラオ近海てばキヘグに牽りメバチの出現率が多くなっていることは愈

 鱗隻瓢墓蕊麦篤籔鴛婁窟でにない筒予で歩メ平の出現はユ。
 冬一鐘魚の漁獲牢フー一ヲイカジキ、シイラ、カシオーカマスの類が溝、獲された、出現率で全
 俸のb劣漁獲率にして。.・23%の漁獲で他銚瀞仁比・べその混入が割合少かつ一た。尚雑・魚・

 トニζ二1も9は機1で幾甲子郵間1∵2苧程ギ1姦∴・
        操業
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 一し・睾.4表・一.表種別出現状況・・
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 1漁場附近の海況についIて
 今回の調査では翻貝庶か5点にすぎず立入った零察は出来ないが漁場附近の5N155
 互附近は以前の調査では一般に、亙～瓦S互方I厨に向5潮流の発達していた1娃描で歩、つた
 が、・命回の操業時はとの附近一帯は潮目が発達していた様で延縄20～30鉢が連日一括
 となりもつれて揚縄されたが曇天の為天体観測が充分に出来ず満浦ρ磁測が充分に出兼な
 かった事は残念であった二然しこの5測点のT～04ダイヤグラフに示す様にユOC珊麗
 と200口1魑附章健阿かの潮境いが為る様でこの深さはわずかの漁場の相連で浅深があり
 この深さはわずかの漁場の摺違で浅深が奉り、この附近は相当大きな潮目が形成されてい
 ることがうかが茅)れる。

 操業点別下一C工 ダイヤグラフ



 魚体調査について
 漁鐘したキハダ、メバチ及びクロカジキφ全馬数について、体長測定及びその一部につ
 いて生殖練炭ぴ胃内容寧の調査を実施した。
 ユ)俸湊
a)キバ・タ
 全撞.鍍単数90尾の内偉髪1bOC血以上ユエOG固迄かユ2尾一ユ2.Obπまでが
 28尾i30伽一までの魚群が35幅で全体の5-9.9・%でユ宮O伽までの魚群が
 35滝で隻体の巴9.晩で120蛸町後にモードが現われセいる。一ユ50om以上はユエ].影
 であ島.・

 一功イバチユ.OOP㎜以下の小型は王6尾でユ宮・6%ユエO-G血までの魚群がユエ塔ユ畠O
 ○田主走が59尾で30・5%で.キ^ダ群と局横体長ユ2oo皿前後に体長のモτ
 ドが触れてお.るが大型鋼蛾が少なくユ・。・皿迄が・・郎・・.蝪ユ主
 Ob剛異上の大型群ば・2ユー尾でユ6.4%を占めている。

 G)かしき頚
 今回漁獲したメカジキ4尾は、'ずれも幼い小焦で体長56G皿が2尾・二・960団ユ
 尾{、ユエ6c皿ユ尾で巻,った。

 早㍗柵キも小型で体長ユ・H日・～ユ・6・囲.の魚体で春った。



a)キ^ダ

 石)ノバチ

 メバチでも♂・の占'める割合が楽常に多く66.5%を占めキ^ダ鮮と潤様高年焦,
 暇ど(}の占める割合は少く俸長・ユ40C珊以上の2ユ躍南ユ属も・字の漁獲はなか
 った武航海字⊃容一字・の比率ぽ当試験場で招和3ユ年以降葉.施してきた8航海の平均
 ・姐より高くキ・バグでは58タ疹“42一身6に対し約5%高く全裁海を通じ大統海が録
 萬で春1る・メ・バチでは平均価.より約呂一%春が多くなっている。

第5表 操業別紅嚢
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 メバチ体長組成

 体長0m



 キハダ'体長組成

 体長0m

 生殖線について
 各擦奏毎に員没までに漁獲されたキ六ダ、メバデについで.生殖線量量を測定したのが鶴
 1法で島る。
 9㌦附近で操華した亀ユ回目の時キベグ群が3009以上の衆熟果で今だ完熟1〔到りてい
 奏かつ荒程度で2回目操糞より一のペラ才南東海域の魚群はキヘダ、メバチ共来熱巣で重量
 一もユ。o油で溺足尾数巾稿完熟に疵・ものは鵬にす紙かった。
 又体長による生殖線重量とあ比も甥で栓い、



範?案  魚種別操業別生殖線重量と体長表
 注・…記完熟巣と思へるもの
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 ◎サメの被害.について
 サメ類による被害は第ユ回目の?O.6路が最高で昔通ユO影以内でユ回目を除Iげば
 大し・た被害率ではなかった。
 ヌ.サメ類の漁獲.毫数と被害尾数と1まあまり閥・係は為きらかでない擬でその劃舎は略、
 3c」以内で普通ユ.o～・2.○の範囲内であ.った。

 ◎漁獲と萄位置.について.
 各操業時に於いて揚縄中日没迄.に漁、嬢さ矛i、た魚灘について軸位鑑別の漁獲尾数を示し一
 たのが'第8表である。
 表串不明と・ほ、縄もつれの為位置幻醐でなかったものでふる。最Iも多く紬獲さ湘、た
 位置は南夫の2・事.2形で両端では菖彩にも溝たない状態で由閲で約29、%で中央部
 の5本で大部分の漬,獲がなさカ、ている。

 鮒漁の服ど釣位酢手る灘鰯ま州亀獲の苧;い弊多くの紬ま蛾雑多く.
 漁駿さ、れている。
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 ナメ漁.ヨ隻正看



第8表 釣位置別漁獲表
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海洋観測結果表
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