
 海域別・定線別総魚群量並びに魚群数
 及び魚群延浬数量



第3表  海域別・定線別総魚群量並びに魚群数及び魚群延浬数表

      総魚群数並びに魚群総理数Dギ2群

      海域名魚群数延理数ゲ,一一魚群数延一理数

      鹿児島湾

      野間～開聞

      甑

      屋久島

      5大隅東部

      種子島近海

      計

      鹿児島湾934β89624,098

      野間～開聞90,21940,116

      甑781.59821一,247

      6屋久島0口
      大隅東部10.005

      宇治。草垣240.414130.343

      計2056,8251005,804

      鹿児島湾160,662一70.325

      野間～開聞130.30550.180

      甑70.1552口.095

      7屋久島0

      大隅東部0

      種子島近海

      計361.122140.600

      鹿児島湾230,56ア90.347

      野間～開聞10.23210.232

      沖合

      10宇治・草垣

      甑.10.07010.070

      屋久島

      大隅東部

      種子島東方

      計

      一

 一g'ト



       D.1.群魚群量       延理数D3,2群D1群10浬当り記録平均魚群長(浬〕定線理数=       魚群数計

       310.49132,4451148533,9300,76568

       50.1033,2550.2403.495α016一135,5

       570.35129,3603.55232.9120.32055

       072

       10.0口50.0200.0200.00512

       110.07110,1880.4691α6570.82ア154

       1051幅21ア5,2485、ア66β1.0140.137・496言
       90.33755501,5706,9200.09768

       80.1253.7900.6854.4750.0437D

       50.0601,240O,2951.5550,10315

       72

       12

       220.52210.3802,55012.9300.04923ア

       140.2208、フ921,1909,9827季5

       3.712ユ712.116

       1フ3.5

       一一一98-5

       0,8400,84036

       143

       110

       196.5

       947
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      .海域名'総魚群数並びに魚群総理数.LD-3,2群
      魚群数延1座数。魚群数延理数

      鹿児島湾80.23960,225

      野間ト開聞50,122=30ミ065
      沖一.合10.007

      宇治・」草垣30.11613O,116
      敏10.02210,022.

      11

      屋久島

      大隅東部40.07810,05-1
      種子島東方10.0口7

      計250.59114.01479'I.
      1陣児島湾90.119100才6I
      .一野間ん開聞1O.007

      沖合

      宇治。草掘一一10.014

      て2甑
      屋一入畠10.022

      大隅東部311,237一150,9'47
      稚子・島東フゴ

      書i431,399.16O,983
      1・鹿児島湾

      '野間～開聞一1α02219022
      沖合・・一、・20.010      44_..o1宇治ポ葦垣
      甑80.0974q059一■■'^一0,044      屋久一島5一0.0822

      一大隅東部10.014
      一種千島東方

      言ガー17圧2257.0刈25。

      鹿児島湾一一21O.9305町25・5一一

      2野間～開1覇10.022
      沖合

   
   
'
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       Dl一。群,魚1一・群、=。ミ=量、二       魚養数延・漢数D3.2群一P1.群・書『■.0浬当り記録平均魚群長(漣〕定線理数
       20.0143,2380.0635,301・一''一一0.00573.5

       2'一0,057一4.3一口50,302一4,607O.010.116

       1O.007・0.口42O.0420.0004173;5

       ・21ア62176O.011・g8.5

       0.3520.3520,006・36

       143

       30.σ2ア0=510一〇;写.一46一0・7・5るO.00アI一!110一一'

       1.0.0口70.056口.0560.0005コg6,5

       …9…0.11210,581一0.7口911,2900-0・04.・947一

       一・8・0,083一1,2240.6491,873・0.0・16一73.5

       一1口.007・0,056・0,056・O.0口1・116

       173.5

       10.0140.0.840.0・840.00198.5

       36

       一10.0220.176O,1176・つ.001145

       160.29061,756.2,844...64-600.0.112コ.1-0..

       196,5

       270.41662,980380966.7890.014947

       73.5

       0.列4口一0.4400.002116

       2・0.0100.22802280.00051ア3.5

       98.5

       40.0381.18口0.皇321,4120.02736

       30.0381,100一0.4601,5600.005143

       10.0140.140O.1400.001110

       100.10027201,0605780O.002947

       160.6955,0106,08811ρ980.12673.5

       1口.0220.3520.3520.002116

       173.5
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第4表  記録濃度D3.2群の魚群長の分布

      総魚群数並びに魚群総理数ID3.2群
      海域名

      魚群数延理数魚群数延理教

      宇治。草垣

      甑

      2屋一久島

      大隅東部312,397252,304

      種子島東方

      計53一郎49302,539
      鹿児島湾301,281190.992

      野間～開聞30,11930.119
      沖合

      3.宇治■草垣
      甑

      屋久島

      大隅東部80,61780.617

      種子島東方

      計412,017301,728

 ド105一



       ]⊃1群魚群量.       魚群数延理数一Dる.・2群]⊃1.群計10浬当り記録平均魚群長(浬).定線理数
       '、98-5

       36

       143

       60.09311卵441,130121,0740.218110

       1甲&5.

       23O.810124.954Z570132,5240.035947

       110.289103511刀9511446O,1ス473.5

       6,3626,3620.010116

       173.5

       98.5

       36

       143

       …59,62『59,6280.056110

       、196.5

       110.28976,3411,095ア7,4360.0.21947

 一t04一



第5表  記録濃度]〕5,2群の魚群長L(浬）の分布

                魚群一長一一(連、の酷級

                海.域名0～O05005～010010～0.15・0j5・主020・ψ0～・025・○字5{○刮030リー035一一0防～一∴0400軸11㌔～0ミ45・O,45～0500,50'～・055055～060060以上討
                .鹿埠島湾271814一11162
                馴昌』二晩聞4■4

                甑1431.2121

                4306屋久島                .大路・東部

                宇治・・草垣10313

                言i5524153'2100

                鹿児島湾5117

                野間～開聞415

                1再112

                ア澤.久島
                ;大111:一東部

                一説103114

                鹿児嶋湾729

                野間～開聞11

                沖合

                宇治。草垣

                甑11

                O屋久島
                大隅東部

                重子島東方

                計73111

                鹿児島湾516

                野間～開聞33

                沖合

                11字治・草垣33
                甑て1

                屋久島

                大隅東部11

・1・O・3.{=



                魚群長(浬iの階級

                '海域名・0一∵一1..0ρ5・0』〕5'α1PO,10I～一.0j5.015・I一～一一α20一0妙一一'ザ02与一0.2盲・一'々.吸口0切・～I.㎎与055～○約040～.O絢045一ごI.日理050{一一一0軍0.55～.P.60060以‡0計一.
                種子島東方

                計122・14
                .鹿児島湾11
                野間～開聞

                沖合

                宇治。草垣

                12甑
                屋久島

                大隅東部761115
                種子島東方

                計861116
                鹿児騒湾

                1†                野間～開聞τ
                沖合

                44宇治・草垣
                暫44
                屋久島22

                011大隅東部
                種子島東方

                討77
                鹿児島湾3115
                野間～開聞

                沖合

                宇治・草垣

                2甑
                屋久島

                大隅東部126222τ25
                種子島東方

                計157322130

i1-06`



                魚群長(浬〕の階級

                海域.名0～α050C5～010α10～0j50コ5～.0201一020～..025025.～一050030.～O.35035～040.口40～045045～050O.50～055・055～060O,60以上討
                鹿児島湾810119

                野間～開聞23

                沖合

                宇治。草垣一

                3甑
                屋久島

                大隅東部4228
                種子島東方

                計14131230

 r1・Oj」



第5表  記録濃度D3・2群の高さ(ｍ)の分布

            魚群の高さ1肌の階級

            海域名口～10一10'～2020～3030～404u～5050」6060・～ア070.一～8080以上計

            鹿児島湾5921を2一

            野間～開聞13..4.
            甑1073121

            屋久島

            6大隅東部

            宇治・草垣471113

            計7419511100

            鹿児島湾527

            野間～開聞3115

            甑22
            7屋久島

            大隅東部

            種子島近海

            計103114

            鹿児島湾5429

            野間～開聞11
            沖合

            10字治。草垣

            甑11
            屋久島一

            大隅東部

            種子島東方

            一計一5一4211

            樹児・島湾・{'3I・36
            野間～開聞・≡一2=13

            沖・1・合1
            11

            字治・草垣123

            甑11'

            屋久島

            犬隅東部11

一10卜



            ・一・・一魚群の高さ・ハニう…・・の階級一

            海・域名・D～1010～202D～3030～4040～5つ50・=二・6・0・・。～70アロ～8080以上討
            弾モ昂東方

            封85114

            鹿児島湾11
            野間～開聞

            沖合

            宇治。草垣

            12㍉一

            屋久島

            大隅東部851115
            種子島東方

            計951116・

            塵.児島湾

            野間～開聞11

 
           

:441・i.沖合             .宇治・草垣

            甑134

            屋久島≡身2
            大隅東部

            種.子島.築.万..

            …計=167

            .鹿児島湾415
            野間}開閉

            沖合

            宇治・草垣
            甑            2

            屋久島

            大隅東部14109.125
            種子島軍芳

            F...ポ.55109130

 一†O免'



            ・魚群の高さ・椛の.階級

            0.㌻1.9lIo一。1㌻2020,50'30.㍗4040～5050～6060.～ア。'ア0、&08・O・・一以1土.一一            海域一名計

            鹿児・島湾172             .19一

            野間～開商一33

            沖合

            3'宇治・草垣

            飯'■一

            屋..久皐
            大隅東部13228一

            種子島東方

            計17362230

r1"=



第表  海域別定線別D3・2群の上端水深(m）の分布

              海域名or1010～2020～3030～4040～5050～6060㌧70ア0～8080～9090～100一〇〇以上詞
              鹿一・.湾243862
              野間～開聞44
              甑210231521

              屋久島

              6大部

              宇治。草垣4323115
              討34512544100

              鹿湾437

              野間～開聞145
              甑22

              7屋久島
              大部

              種子島近海

              計アフ14

              鹿児湾4149

              野間～開聞11

              沖合

              宇治。草垣

              甑11              O

              屋久島

              大部

              種子島東方

              詞41611

              鹿湾3216

              野間～開聞123

              沖合

              宇治・草垣1113

              1甑11
              屡久島

              大部11一

              種子島東方

              書1532111114
              鹿湾11

              野間～開聞

              2沖合
              宇治・草垣

 刊・11,・



              海域名口～1010～2020～3030～4040～5050～6060～7070一。ん80.80～9090～100100以上計
              甑

              屋久島

              大隅東部77115

              種子島果方

              詞771116

              鹿児島湾

              野間～開聞1τ

              沖合              44■1宇治・草遺               甑44

              屋久島22

              大隅東部
              種子島東方

              計7.7

              鹿児島湾415

              野間～開聞

              沖.合

              宇治・草垣..
              2甑

              屋久島
              大隅菓部41632↑'4、・25

              種子島東方

              書181652一一^・30

              鹿児島湾12719

              野間～開聞123

              沖合一ぺ

              字治。草華..一
              3甑

              屋久圏

              大隅東部4318
              種子島東方

              説13133130

一1寸2二'一'一



 水深20皿屈等6t線
.魚群反応位置

旋網,漁場

第8図 魚群反応位置図  (4各51～58)

 水深20m層等dt穣

魚群反応位置

旋網漁場

第9図 魚群反応位置図  (4ξ63～6.一〇)



 水深20m層等6t線

魚群反応位置

旋網漁場

 =第≡10図..・  、魚群反応位置図。(二43.7-3～7,6)

 第11図、魚群反応位置図.・(4ζガ02-1-q9)



 水深20m層讐4t纏

魚群反応位箪
旋網漁場

 第・12図 魚群反応位置図  (4ξ〕,4～l1,13)

第13.図一 魚群反応位置図  (州1・Z1刈乞8)・



 水深20m層等^線

魚群反応位置

旋網漁場

第14図  魚群反応位置図(44■,6～1,165

 水深20m層等。!t線

魚群反応位置

旋網漁場

第15図  魚群反応位置.('4,Z3～Z,2)



 第16図魚群反応位置(一44.51～51・1)・


