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巻頭言'
)西禺一捻

 数集前のことセあったが鹿児西湾奥都清撫引縄や八困縄肌シ.
 ユ穫線が多量健混獲さ肌、賛董抵河川放流用欝源㌘ある鵯釦㌔
 わらすそ札が煮干や地元の人々の溶甜ズ用として費償姐取引き

 拠でいるとの情報を得楚。之を活用しよ5といラζと脆恋り、

 昔時瞭私も在勤'した曝水産課の輝美係と養鰯係が擦力して鰯や
 イケユを作り、・冊やパッテヲーぽ借用議て海襲識ア血鵯撰摺膝

 か、っ尭・が、残念繧も成功せ寺/年か2年㌘中止してし.妻っ;I尭。

 と邑るが離隼初瀞璽だつ鮎愚う寧窟麟即費轟蕗融苧
 潅:とき、あ肌堂そのま㌧一島…菱るで肱海いと・帆賀'{書かば出曾レて↓

 冒γもいち量やって見よ事と表うこと.艦な勤、今麓砿鋤禿漁協・

 ,と・本場と・餓淡水指識3着/俸聯踵呼鮒る(海州蔵一
 流薫で)体制壷圃め、いよいよ5月翻めから採繍(一二註Iクタナと

 の選別蓄養)を楓じめ海とこる¶5月中.楓拳翻の年商静醸蛍.丘

 魍る約39.0〆・約7衛昭一の穫㍑饒蹄㈹豪・μ月㍗建一
 ㌘は含諭430〆刊看㌻83フ弓円の成轟葦壷・.銃ばるζとが㌘ぎ恕こ

 とは、一切隼魔亭して大蔵磁と云克る緩ある㍉

 くわしい経過、藷築なギ蟷1本署別繭⑪翠水披鰍儀表駕噺縄露

 翻1も蔭の力添辛れて静牢繊・、変渉・繁飢=池バ・鮒
 弍され一た職員の数鱗㌫が、翼水棲鰍簿1員月翻めかも深々
 月蘭、・下宿代程度の打切旅費㌘薪鍾二早々一噌嚢獅霧㌘塾徹淀鯛不
 便嫡幣出張し良く広く任鮒鮒し羨むと曹繍れ。
 本文が巻頭篇と云ラ立場で端折・樹た酋箆島市の瓠逮奮むて置

 いて次紀一いぎ放り緒論め伽たもの宙論す㍑は鑑彗棚:いと、監

 うが、

 (/)前の失敗し泡経験も貴重珪資瀞・として活用～.定こと.

 (功富臓淡水指g.並・な蝸.卵と経灘酌援雛鰍・こと
 β)李揚養殖郡主叫部長はじめ養殖部と踏薄漁業部磯員棚艦
 験と創意と協力が活用さ虹存こと.
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 ㈱漁協が指導機関の勘窟や誘撃舜蔓く受入犯、夏まとまり
 た俸制虹淋ってき.亮ζ一と一.;・

 側活動争中心となる伽型動力薙惟本場の試喚艘〃芦ぎなみ
 号由{専従できたζと….

 (6)魏地'1鴫朝糟荏して新規事業を艦遼して行くふに最も遼
 椿華人事得泡こと

 大体.k竈の様汰原因が重なって一応の成功を納め足ものと瑠え

 る。・・

 .榊終舳繍い舳こと賦・蜥として初め,榊ζの・積率
 薬をやる(飽県陀釦ら寺沙.くとも自分の県内では初めてと云っ

 潅穣凌')場合肥〃補助金捻?〃と衆・る・ことが多いが、今回賦初
 島本場の璽鎮揃勘愈もら?て1実施の謝国絶対し、地元側が一時
 徴及金去ま蜘租・ラ自立方式を主張され、当揚としても。地元がそ
 の気砥も.それ簿趨したこ、と.航亀いので謙固も途中で一一部変

 更して雲…チ場し弗こと.である。.

 .山2r



対馬暖流系海洋観測
 並にめちか漁業試験

 1細駿師州.ふ帝理
(人)対馬暖流系海洋観測

 z目的

 3月初旬加ら熊毛溝1城の沿拳の水一奮練薯しい肥ζり教み

 せてい淀:が、3月中旬}4月初旬健かけて騒手島西峯並紀
 轟毛蕗繭簿で軽魚を見る渥頚ったの盾酉去養剛漁協か魯の

 ・要望もありこの原因究窮の泡め・の調査曹実麹し恕。。。.

 藍方I接.

 浮上す・る魚が大部分生き杷魚であり、浮上する甥簡も3
 月中旬から仏月初旬という永きにわたり、その薮毛多く、
 しかも打審せる魚体は大部分がやせて蜘り、・胃内容一物も艦

 き豚讐しいといった状態であつ潅ため、普通毒えら・軋る撫

 発物や薬品健よる結果とは誇えら肌なかっ杷、従うて海承

 鷺よる影響を前提とし調査計画をす縦走。
 矢づ浮魚となった魚種のかねて漁獲さ肌る水深の調査を注
 した結果!0㌻20導線延生そ・くすることを知っ走ので調

 董個所として籟手島西津並延馬毛畠周辺の水深20,50

 舳点・を主一ぎ一し測温、P1・雌。・の鰍、透明醐芦、
 をなし、.馳甲.シアン化物検出も行なった。
 調査期間中すで健浮魚の轟象植春ら肌青海の構ζりも立も

 消えて鰭一り時閥鰭姐や、蜘そぎ候失一した戚がありお。

 ・3.鰭果

 糖果紀ついて舷肥後技師の報昔芝蛇り。

 ⑫２）めちか漁業試験
 z雇的

 熊毛港域であ亭ちか放流と曳縄並び鯖劇縄によ器漁磁賦
 駿を実施した。
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 ユ使用漁具
 づ民・・1艦・、・1!岬二∴プ・
 今11綱・1竿加亨年で.・.一∵・
 二.1け釣、藻・ナイロンテグス(・尺5寸)
 rホ員板I欄..製
1臥刺網5反

 ∫反骨.構造

 綿毒三0番手6本4,5節33嫡.(2ハ仕
官)506目掛

 エ調査期簡一わ隼狙月9日～4月μ冒
 使用鰹料。きぴなごシラス

氷僻氷.3砲

 漁堕物めぢか9-b〆
 ４、めちか漁業の概要

 め.ちかの漁場一k購甥東方蹄禽と懸手島蚕西部一帯とレて

 鮎鮒て剛、紅抽卓肘か咳て審騎、融県榊戯
 ,漁誓賑りている鏡

 山禿ではめちふ漁繋の漁濠の甑響は茱舘餓か島となえ高
 血な舳講.糧の・事傍㌘繋鶏が掩く1卜繰無婁㌘鮎.鶯曵

 だ締姓頼争でい洗・峰隼か腹節棚ヱの.設蟹と欄侯って需要=

 醜草加㌻苧紬靴も改帥・本李締率琴講干潮婚津
 弧乾舜で裏ウ乾ガ

 .鱗年⑳森内あ識講艦姓簸踏!ク鍵;.溝競30隻、一憂2
 5雛そあ漁裁判鮎舳浸を・蝪縛4舳〆一哉後と跳.
 さ1'れる漁場姓、慶公爵方繭、窄も影蔵され雛毎サ“弔漁㌘機
 んだ巖久島ρ漁襲甑とつて牢転換漁靴して欠きく注目.
 され.てい担◎

 .今、雫?概況
 艀・月ヂ飢もなれ1㍉熊毛鵬柵め・辛か漁欄始

 さ=れ日奮…健{盛況`をカえるのであるが、今三年はこのような気

 記はみら犯寺轟荏紀蚕るも殆んど藻叢されていない◎
 一・4出



 ぷ箒鰐率㌫㍗㍗雫舛∵あ1
 …雛駆脅の騎師卵デみら㌣る程度箏私
 熊野漱舎6本邸眸宰2嚇旬ノ9・鮎を示して舳が今
 '年年・ク慶事とい坤さ岬立高・・'・脈紅い崎千⑳上
 科細たが前軌島ぷ机鮒榊鮒外の邸那つ㌔
 叩かめ来鰍黒汐消曇の.州㌃仁と一挙犯でいる鮒
 紅水温、の偶目はめちか漁.築紀占って賦致命軍と思お・飢.る〇

 五調奪棚結果に.、

 めちか放流
 察碓響.3子隼4洲費1∴
 一放流場所一」一翻始3θ齢37騨・・!ξ0絆7慶一

 終干亭・細7郡一ぐ・隼鱗、
 売麦滋…尾菱乏.97尾一.

口漁獲試験

漁揚

 調坤紙鍋・.遂鰍近哨ト鮒方4湧附華・
 }帯の.ニクで期待さ一組泡熊野灘含と一麓亭亀幸茜部プ欝

 漁卵俸餓とし輸混悪!・㍗ら漁網の漁蹴竿」

安房沖合
 こ＼の漁'郷餓県紅よト目.200〆前後②」漁一張」
 がなさ飢拒と一ころである由㍉こ、で防相当'珪漉遼が辛
 ら肌牢泰肥S・のカi・向渥・頭…蕾・てあつ走。l

 。..調蚕類蘭中漁況も思わしくなく邸漁船40室が劾った

 綱肌も刈μ〆程撃とのことだ如。
 饒付きも観夕を除き極めて悪い

 水痘鉱沸叙声る雌帆挿苧みら.購ト〃ざ
 ℃で.5一個扇倣これよりや一も鮎・程度千人批調坤
 /ない。・ぺ一

 .丁5。一



 一湊沖合ジ碑隼繊細せ枇⑳鵬宇鯛完㍗麓漁鯛'θ・銚
 紬絢.・・郵蝉鮒坤触瞬1幽灘勿細も
 一族鰯'騎紅鞍ち鮒露籍一ぎ∫も覇クを騒ぎ殆ん・砦な一く喚繕レ

 “、メ鍍掲反数.15反...∵ぺ1・・ジ・1・

 1鍍鵬暦13は雌デ3雌亙㌧ダ3一確73一・3疑
 ∵坤鰍ノ国..'
 {毅.鯛動舳■舳一∴..・一・
 ㍗、㍗、、謡鰯.細'れ・ト3.01圃1・一

 書戸銭鯛終了召1年一!δポ・∴・・
 漁獲働な一一し一・二

 投縄㌣め島か繍峠下か叩土へ移植る'もや.
 として汐を償禦るく尋。に撰鯛率繁穣レ炭〇一

 書1デ率・.

 .嚇諦城㍗の蔽濃畔襲さ㈹'の脈抑叶㍗パ
 、き平熔る'寧・ζφ種類牡浴齢性唖野第⑳歳汐診娼む腐と・・ざ肌、
 w、璃一野中Iにあ.っ花賦宙焦汐渥痢?、え礁体を保瀞一しマ如る。ど
 ,,.奄勇二わ処てへる。'1,t.

 …率誠碑・叩揚岬鮒る傷碗1鮒も'馳鮎岬⑳.
 .屈欝な.と'ζる晩あら池ポー
 一〇鯉付きの状混は全般酌渥賦極めて・不良であるが靭虜及ぴ

 夕方眼は特肥昌立射その.目の漁獲の大部'分確ζ⑳樽宥占

 め亭一肌る。・

 ・今如.漁蹴験で鯛坤解鮒γ・ラネど郎在㍑亭

 一二機婁驚二㌘㍗㍗∵神体喜の・
 栂科・紀よ届藪撃成績・鉱摺動翰在・も⑳・滞単鑑鷹繰誰する蕩
 命鎮腐乃も激く搬か、く.趣似繕沙.㍑.査機蹴さ、馳・てい為6

 ・.∴・二一6・}



 い、鱗鮒釦・鶴鋤蔵卵払如願寺11㈱、、永

 ∵榊ぐ鮒嘉榔磁酌呼あぞ㍗鱗㍗ 刺網の効果
 めち舳姦繍マ㊧'と吊る鯛鮒締φ芦ル;榊1…ζ
 純醐榊雛碓ると亨飢はべ鰍海王酵坤∵咳鮒
 鮒臭香欄録鬼く・準率碓÷・・掻簡㍗翼艦カニニ度'ミ・純綱一
 碑へ臓動率㍗戸㍗即嚇馳籍え割飢・るポ

 、ポ'洲あ1ち岬触鱗蝉碑蝉叶喜・宇る・㍗坤続
 、正一'あ坤坪呼叩確率紬1ヲ・咋ヴ秦.榊・。'・

 ◎今叩蝉苧率叩∵卵卵1翻I竿媛,坤11咋坤た…延1
 .今後継鏡I峠溝験二診繋鮒るこ坤確ξ一思わ㈱。.

 鹿児島県海苔場の海況と栄養塩類の調査

 年々、寧・・ゴギ
 、.1ポ群・嘩'三堆.
 溶簾!・・タ牽姥事績壷苔塗青箪騒'ξ一七ズ琴麓要超壷美ぎ・ぐ麦醒
 洲薄氷鮎.靴麟塩二紬銚㎞紬バ.幽蝉融牌
 単妙・蛸あ竿雌牛.晶.弩宇薯い低下き撃砕ゑξ砕グー

 1二ζ二蟻㍗平1㍗㍗嘩平1㍗㍗㌻
 ノリ場の気象海況
 ○調査場所

 一.κ鹿児島ノリ場・・…鹿児島港外

 米ノ津ノリ場・・・福ノ江一=・一一
6調査方港'

 一鯛擦鮒幣鶴瀞雛準苧麗I鵜柵細年尊〆・・時.鯛
 鮒るピど鮒亭㍗たI苧鯛叩溺徒一儲経'着1つ二字6

 ・月一争}.



調査項目
 天候　雲量　風向力　波浪　水温　比重
調査結果
 (鹿児島ノリ場)
 調I奮挿果蝶準表のと奉り..

 第1表　鹿児島地先ノリ養殖器の気象、海況観測表

 第2表　風向頻度表　第3表　風力頻度表
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 天候:ハ養細キ・㍗停擁鯛1鹸咋残,謹脆㌧・声が師メ抄
 凄く儀加鰭㍑層毒騨・.ノ肩!剛ユ層2覇塾禅、率.篶甲
 巻唱茜臼軌一一二、・1,子

 風向;風榊綴臨壷み為ピ砕氏〆/柵舵～・五ぺ～1率.勇
 はN。ノ月沈巫岬瑚w弔2月岱I～皿巨が抄く講瞭蟻,璽..窄一.
 徹大・体・斑よ暮境風をな着ている。

 風カ:風カ階級賦ぜ苗・…クオト⑤風力繕級蟻よる。/o勇。陣風、.
 力3㌔/!月賦2、/ユ月、/月は3が幾も多く皐肩熔
 風力/γ払が5,6図づ㌧みら舵る。

 気温2兜つ月期変他蜜みると!0月平均温ユ20℃“/./月くI1
 音ム裏3p一州倣叙偶刺パζ記61撃臥!坪蝕1/・

 五ヲ咋酵馳て身月舳興㈹・9脈降即てい
 る島)・財鰍の気温を示し㍗るζと㈱舞扇1'亭・鮒一

 二1㍗桑続線1/月午呼
 繭靴蛾ぺ1/0紳旬は約㍑℃低いが下馳はユ山一[.

 、師とだ・り//月中旬から/2月下旬まで蝸繍一ソー～.
 5℃遅くも低目を示し裏魏象を呈している.o!月、12月

 砿郁高く・洲・月中旬寒波の襲紬.わ℃師寺示I
レているO

 水温:純の鯛臓鯛急激でな1・・月㍑・・℃からく.
 2月ノ6二I73℃;、!月約/5;て)、2月/4;85℃…主簿…次≒

 鯛し、銭艦の!・月最低と'蝸って・月が最儀キ山.二
 ている。静馳比鮒ると・・早上旬と下旬卵・/為.
 .と中旬は高目を示}。ているが//月下釦以降楓ぷ肩去珊
 引続干低目㌘特隠/赴旬は㍑伽低翼師し・㍗る?

 比重:.気温、承掻の低γ黒っ・鮒て蛾重倣漸次轟く鋤りズ職、繭.

 隼昭和て㍑月イー2触鰍・鑑分宇な㍗い嘉1一、㌧
 ～£月ほ僅加疲銚ら土下垂他衛示している。
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 第1図　鹿児島地先ノリ場の気温・水温・比重月別変化　第2図　鹿児島地先ノリ場の気温・水温・比重旬変化
 (米ノ津ノリ場〕

 と・で抵揮手付類の!0月、〃月たけ蝉濁亀嚢施し～'
 (!.三肋降鰍鮪含土駿触寺、待って鯛も宰施し苧か
 つ剛

 調奪結果沌吹奏の通り.



第4表

 米ノ津地先ノリ養殖期の気象、海況、観測表

第5表風向頻度表

第6表風力頻度表
 天候…・鹿児島同麟時好天が多く爾脱1o.月!圃、!ノ月2回の

 1一.一中み・.、

 風向リ0肋瓦匡.が多く、)!舳舳多か榊。
 風力：10月絶風物ノが筋も多く〃1月賦風力架が象も多か・り

 気温：10月ほ平箏21℃で!1月は急紀酵滋して'紙3躯む
 鹿鬼島庭助ペノ}2℃低目雀示して一いる。一.

 鯛変仰をみる〃0月中触鹿鵬周率購θ廃蝸

 で下旬よりも低くなっているO!!月は.良旬絢87℃か
 島市旬の!2℃蒙で降湿し吃いる。

 敵奪健此ベノg氷!1月薬瓶紺α5一℃蘭く衛串薄気艦一

 一イ,㌧



 で賦!0月上、中旬と!!早ア旬組停寧壷示しアいる。
 水温：10月22.49.c三、。・ン/、電/z,60て)噌佃ザ離・も煮…一左箏よ姿

 や鵬薗柵軌.;1一.・1
 旬別変他で戯!o覚亭儲が下島よむも儀か鶴循く.ふ鶴よ
 婆絢身薩逓く降漉している。

 敵隼楓姥べると!o肩牢葡と!/肩下旬艦イ蚤宮繁示し吃

 ・いるのみ㌘催.臓/“2標高豊曹示している。

 比重)0層2㍑5、㍑1減5123剛靴/0石.崖旬平均
 は2ユ99と低トτ{璽を示しているが、蔚年一よむ何れも萬
 い・値曹示してい一る。

⇒

 §ノリ状の栄養塩類

 ○調査場所

 米ノ津

 二秦県由こ細紡る塗姦室:馳で3ノ年慶塗産繊乾一海、曹!42月赦奄・

 塗数え{一方程手.場としても.県内は勿論、橿嗣、俊賀、
 熊本ふらも繰蓄鷺来場レ本県監幽げる曜一の種子場であ

.るO

,一!2一



 州・熟練㌘㍗の福ノ㍗㌣の㍗中卒静雫
 ～一首鮒先のハ坤孝細田への影雛優苧甲子為

 場蕨で窮る』Iプぎ

 S‡。享、野田川の沖合、.干繊坤300肋紳帥麹恵嚇騎
 鑑先ノ2湯のr西端」糧位す㍉

 St4、千柘鑓から瀞含300筋でおらぴ島嵜りβ)策利.牢場所ρ
 ユ鹿児島

 突川尻の洲蟻1遡垂で本場の養殖試験地。麟簿500例。

3.垂水

 轟綿如榊鋤銚繍(宇住奄)脇㍗・宇慶よ.り
 養殖試験を一麦各め泡場所である。



調査方法
採水

 米ノ津地先で岬噺・.各鹸の3千の"深さの処を'
 乾原式擦水藷で採択O

 麗鵬、一献鮒千'潮鰍位・尺のとき独ノ・の深さ.
 の.処.を瓶で鐸水
分析

 (蝉部、蝸忠鯛彗)
 4亜硝酸塩の定量

 溝澤翻鰯法暑こよる。、

 光電助色計を使用しセ〃汰型

 .フイ〃之こ1時'波長g3・
 硝酸潮の定量
 海,津養基一側法年よる。'一。

 光電此色詩を薩用しセ〆:夫塑
 フイ〃ター:ザ・渡琵・毎4.
 アンモニアの定量

 一鱗・繍法鮒埴土当て1'ア4ヵ1性とし一七坤す
 声よラにな'つてM坪、海水⑳籍合、・晦や脇・を多一
 ・最呼㈹惟ツー生処弗生ピ此色森M
 ・作づ矛叫略即の除辛を靴紅那炭雫ツご、
 パ確吻生年ゑしてグラス1プーイ〃イ戸
 し一・亨の・こし淀液㍗妙で此触婦争奪枇悌合
 ..率ネ㍗グ試薬師えると支妊金川を生舳餉きな
 .カニった。れ㍗〃カヌ・邸し{.盈つネス㍗試鰍
 加えてもちんでん也牟い方法を籟々厨究した結果、一次一

 g窟暴濃,和最辛・良い結果.を得だb・.
 ・外海岬.6郷・μ'・伽ツ竜一〃塩液・鮒加え、一次
 露:9N・ヵ・握…ヵヲー3aOを1カ回麦.てi欠健ネスー1刀'試薬匿!qqを

 加えで正馳5舳細して焔。する。・弓の場合、干
 貞レ〃試薬を掬え宅8分質よりちえで'んを生じ始亭る

一!什



 中ら便苑一の試料も亜確と5分国放置してそρ条件雀一
 .航して定量し舳如は鮎牽い・5分即放醐は
 I液帆醐四.あり比呼防警すること舳い・
 リン酸塩の定量

 海洋観1測法紀よ二る

 光電地色討街使用し“宅〃:一本型

 川㍗一3耳波苧・ヂ
 ○調査結果

 各ノブ場の栄養塩類次表のとおり

 ノリ状
・!先
回

12.0.0023!

"α00!70

"α00!52

"0.00/52

 一歩葛1:1・

〃

〃

.2!

し

㌻
5!

5!

 α0ρ001α008ク・∠5ノ
 .α2些む坦
珂0009100

 多祥寸滞F1.
 一鯛奉有明・ノブ揚一:熊本氷試資癖

        緊・証.',嚢繋・双一味画一アゾ宅島ア鰯麟クイ駿臨・        ノブ場I・月鴎繋臭O癒先S;◎        秘L.測露砦
        1.0.oθぶ10I

        ㈱ク002020.0302・00!20.0-79

        i脇/2α028!一0-0!923120

        (想繍!0.〃8ノ.ω059ψ物00.0〃3Z60
        八代・!.m053tra一むeα084δ也δ03μ島30

        臥!α002!一m296切0〃0-0δ5台5二00

一!5]



参考:福岡豊前海苔場:福岡豊前水試資料
 “丁…鹿轟丁雇義一}1三フ;;;こ;;下轟隣ギゲノ轟鎧一

 ノリ場
 山.、.⊥ノ、し_。王竺菱、_....ψ三⊥、_

亜硝酸塩

 米ノ漆バ場I・t・の橋ノ注鮎1・・月)舳・.…特
 長も多く干拓鍵尭挿は妙ない◎
 鍬嫡ハ場(・2月)舳6…跳で師有.明海(・
 '凋)舳べると〔誌1調鯛卵禰翼し定も叱平較すること
 は蝉で肘と思舳るが、,尖俸の餉鹸る意蜘干洲・・て敢
 え千臓を試みる・)米ノ療・鍬'1ま・分ノ4.乍・ρ分ノ㍑
 オ.きなレ、一〇.

 麗鵬洲野ハ・場!・刷舳。・・つ加央ノ紅命(!5
 月)一一より幸多いが有明海、八代藩(1月)担塊べると有明溝⑳

 咋㍗、八.代海とは大同・小異で沽

 亜硝酸態窒素の比較



硝酸塩
 米ノ津(・・別唯胴贈酸細細‡ノ、福ノ江地先が最大
 W・…似、實浜蝪舳.黛・・〆和バい喜が楴
 鈍瀞は何如もα005ツ台で絢?分ノ21健滅抄レている。
 .鍬(1・易用鮒αg・・～伽米ノ溝の岬瑠舵帥
 い。熊本草州昂紀出以ると系缶3分ノ!にす替牟い○
 魔鵬洲鰯(〃.凋用米ノ・縮加(・、・層)鰍ζ㍑わ
 より舳{・雫川1鬼.く岬)不和埠軽奥(!・肩)ψ舳伽2と
 ㍉年州岬咋坤・糧凌の八柄及ぴ鯛鮒蝸干榊畠と
 .、抱卵惚修～一:一'

 硝酸態窒素の比較

 アンモニア塩

 米.二舳㍑月)榊神鮒あξ念舳¢φ2枇如紗一
 、く馴職鋤0・秘の6鮒糾鰍蛮銅、糾紬舳
 値で弛④維葵塩類と睦轟ろ把熟練竜示し{いる翁岬柘組坤④6
 t3で律4黙認め鳥肌てい牟い。

 }〃一



 アンモニア態窒素の比較

 ○水(㍑月)嚇蝸作帥〆坤イ袖口t㍗卿
 明鮒助べ絢坤〃妙づ仙㌔
 鹿児島洲崎1σ机雌箏I主ノ■呈づ・舳・づ州二
 尻の4骨を示し1て岬るも巧、一凪代講の2毒ノ"Iε牡?てw・㍉
 ∴リン酸塩

 米ノ締は辛紬の・lt舳最紬α々二々・伽㈹ψ注.
 蹄州咋坤!る叩・〃沙仰≡那州舳る・・一二一
 触大洲紗苧・干・・帥しく・宇醜凌許州叶咋領
 しW・榊も有萌瀧の・早分ノ1.～3争く!牛苧つ、辛い亭・
 麗鵬脇1(・即一紅α・1・・班㌣率・(・坤銚
 (く抑帥々外事1・率本有職・外紙ミ門蝉艶
 飢二㍗岬㍗1二
一!8'



 燐酸塩の比較

 ケイ酸塩の比較



 米ノ津て㍑月)一恥納恵.靴べ栖本(・〃)柄
 ば社内外をI礼熊本刷麻納ぺ約…3分ノ㍑苧?ている・
 鹿児島洲鯖(1月)脱字ノ染嚢水雫!朋)よりや'多く.八
 代海(熊本)とは鯛い・泉坪井〃1航地べると姑舞ノ1
 と妙なくなりている。

 緒一'。繭

 怖1.りかの蝦栄養鰯のへある!坤紬で声.螢鯛を、
 亀盾する姦以†で亭.れ榊蟄ヲ金体の壷産量讐声有す亭邑ξ.
 .になる(肥料要素最小養分率の法則)従りマ耳上?よ一う.に本県
 ハ場の必要蝉塩卵亨鱗靴地へそ少苧い値1μ刈駒一.
 り跳養殖期鮒の高綱・ほ㍗の竿離ぴ舳一綱馴・蝉
 を大きく与えている◎

 ζのよ州蹟鋼醐よる低雌即釧早手段として施肥の闘
 題はももるん、晶質あ問題、更糟は製品貯蔵紀辛る販売鑑當の
 問題など誇慮レてノリ養殖業の合理他を計るとと坪必要と思わ

 肥る釦、そのいづ肌もが雛のと苧るま臓術酌に確立さ納
 梢舳いか一文あ叶も直帆実行の困難な要繁単多1曹今
 でいるので国保着の今後の努力廷特?とζる舛ぎおめで犬をい;

}20中



 ｢呆流魚」

 奄美大島よか

伽事長松田与三

 ◎島の電灯と子供

 今集甲隼塗になつた二女が在る机紀も牟鮒教科欝を見ていたが
 r抵焚島やん電灯が暗いからお勉強はア㌢タしようね一」と云

 ろIた。

 搬魔鵬出張かξ久し振作吾銚鰍って師あ謄批驚
 きヤ・ミ.軍灯六〇Wを慮灯し七み'るがさりぱり駄目、皐逮揚ラγ

 ブを車?て文仰恵みの庁の秋明治の岬を1献て子供靴
 鴨禅動物園の帯をするg
 ○月平手供を邸て夜最の天文即業くし。きを拝亭せエラ
 と思い、いぎ門宇出よラキしたとき、二女④名言は「架烏やん
 懐中軍虹は持走んの」と云つたこ肌に皆んな一同集りたが泰人
 減糞塵。.

 ○月O目慶年島本線秤紅軍干の人となったとき来児の六
 才になる男の児が嫡におξ・帥名官を舳へ一r焚ちやん叩
 か遣る半一年」

 ◎雀設の夢'

 グい鳩脇叩鮒900坪亭る毎日この中の建物と敷鮎
 部分.馳.や・戯から眺めている叩がト望蝸帥る高㌧・
 処鮎跳め泡ト俸㍑な檎回年るうかと好天を牽い鴻の,小
 馴、帥登っ七柵、・静かな瀬φ内海純鮒呂麻爵がうつり
 婁に菱く.し㌧;。
 南進漁業樫鍵蝿主して躍進するで奉るう古仁屋港も直ぐ下に掌
 ら犯.何時も見な犯てい季職場は庭の膏章が鐘駒の岡に織る穣な
 実雫蒙くしく今更鮎た
 やがて紬空地^ち帥空:馳之は妻験室1と養鮒ム・出栄、そ
 の月困に南国らしくソ9・フを植えセら更に葵くしくなろぎ。

-2ノー



 そして昭和・33年'であの八一目の方の一室地紀50蝉優駿の掬工場

 鵬飢紬ぎの鯛を㌣つイ1敷錐を見ろめ水鮒揚.
 建設の夢を抱いてみ走◎プぎ'

 ◎夢を率メ人'タ・一'
 轟畔献一る人戦蝕=8年の一舶'牡㊧・も』きず哀め腐輿予算・

 ・㌫二㍗㍗払1㍗㍗㌣㍗1㍗㌃
 ・分紅季職し㍗る着い職郎奄美水藤街馳云舳きな桝1一・
 抱・ぎ糊き予鎮と少帆人員ヤ謝究ビJ生懸命だぞれを傍健毅衡撤11・
 Iぐんぐん向上しそあ成果桂漁民の信頼を高め室も赴任以来⑳夢1

 の一つであった寒験凱・ふ坤萱納との一歓呼触ぜる帯築…
 となったが駅加工場パ琢.坤の夢鈍ぐ分場翰郎あるポー
 夢と纏の亭る島、仕軌繍幸鮒名島
 島6絵鈍なさんご礁の鋼く黙々左研究肥熱中する着い職員⑳幸

 一を・祈;・らセも・る。一一八
 夢のない蔀会の麗未の中で育も鹿児一島あ薬産生活あみ送る回り、

 よ5連よ細め指緒主して眺歩6なら姦ぎし有渥台本への
 復療嘉享年蘭暴痛えI芦で叫んだこの奄桑の」漁民国をの着払情熱.

 孟箏亭戸ギ㍗㌣∵雫㌣㍗≡
 練f月皇0唐墨咋1・㍗呼一㍗呼操ア.

^2ユニ・



 海産稚あゆ採捕共同試験
 ∵∵∵。∵叉手勝一二弘

 (4〉海産稚あゆ採捕計画に至るまで
 鹿児島湾奥一一帯延海慶稚あゆが損当多いこと紅以載から判って

 }、走事であるゆ・;そして.水車機関にお㌔・一て壌…繍が譲=みら帆走事も

 あるし、琴水、慶児島湾内へ田薬看、橿幽、敷根沿澤蝉褒筆者,
 にその擦鎗を歓来した事もあったが蕨黎1の目的をはたす娼二至ら
 なが。たようである。一.・

 、叉我々が・(氷蔵本場～今度銀幸揮拠地として莱同試験・を行?こ

 と健なっ泥中揮筆簿澤においても古くからカタクチイ。フγ活鯉
 箏桑を待って“季処であるがカククチ・を対象とレて採捕しよラ

 バる雫(㍗蝸)軸して蝉馳確葡ゆが雛榊・そ
 してその護あゆ徹煮干票料と淋貫当'り400円程度で飯牽苧
 犯るという般混で事った。端的にいラたξ二はこの沿岸咄帯健於・

 て駐アユを対象とする漁幸賦何讐春裡したかつ念お紡である。
 こ⑳真う在状湿下渥あって本場娼おいて穣あゆ採繍計繭が卒さ

 拠走の。時31年～g月であり水揚沿岸漁業部、養殖部構よづ完

 本車繋遂行の骨子・紅理立てち肌た。.!o月下句牛根漁泰協同組
 合との・棄渉岬㌣も榊鮒て32帥月下卵より組合と雫
 の連結を図り糧食自宮事案としての態鳶健進、調萎…一組1ち直り丸

 ノの側面観力、調萱舶ぎ讐なみによる漁混調査、組合よりの海況

 報告、標本の鮒幽総芦馳し、漁況轡の搬をれ畢も.
 効果的な漁期紀擬繋1すべく専念し宅O.

 操還様式は組合自営健より李蔑との共同試験の形態凄とり、本
 場からは調査貝一I名と小松職員の操作する調萱艦き㌻なみ・の出

 一動、観測器具蒲助漁奥の提供をレ紀1

 な・施今後の事業施行妙らも、支一葉臓雫体制の確立上からも
 必要と書えて李庁キ欝鯛と平織雛して樹鯛瑚輔る繊.
 陸あ特別採掩許可は本場腐蟹看受ける巨と主し泡。
 叉宮鰭県淡水指導所の助笥と放流用としで稚アユIの買取その他

 一23」.



 一・・に州竿馳叩㍗ための雫々の連廃を干州ピ
 誌1紗へ俸鰍.一胃内鋤調和養殖部紀凌頼したので遺・
 ・つて報告秤ある倣耐亨ある。

 (2)牛根沿岸漁業の概況
 嚢J榊よ言鮒おたって峠牛榎沿津漁誰曇態絨紬岡触.
 .蔦泰とし駕級録し走q
 一走紅二i義瞭カツオ餌料を対象とするカタクチイワシ採捕を目

・
1

 舵いた蝸鰯、琴閥曳秤漁業である・.旧午根付浴緯叩.
 伽て紋纏藷線紬峨較的長く漁紅離落一が意荏し.ぞいる傘、窺部r
 藩く醒綱繊)去・旧牛根榊漁挙中。Mあ・る。漁期、擬嶺
 ・獣滋、麓湊概要健づいて賦次頁参軍さ純化へ。

 人事異動による試験揚関係の構成人員.

 ()内は前勤務課
 標本一蕩・.・一一本場畏函'1困・

 鰯糾†馬部畢・石川・蛾・弁駁鮒・是郡県費翻
 I葵鯛1仰眠酌由・一紙永山“氏坂元・.瀬戸

 1コ(熊毛騒珪)

 臓嚢部:軽醇部長、永楽塩臥竹下徳貿肥策四元

 調蟹部ヨ別蔚部長・;叉木九八興弟手丸止臥棄

製遼部:白石部長:藤興木正中野

襲廃水賦熊宅騨裡

 婦(魔岬本蕩∵外平敷(雫永翻)
 灘.犬皇秀場」

 畠閥倉鐙長{一大畠支庁、水産係長)
松田劃分帯長年漁政藻許可係長握戯任

 そ⑳蝋構成㈹変化な1り・二」
.24一



牛根沿岸漁業実態調査表 (牛根漁業山形氏提供)

 ■漁期i年間幽漁目1統数 1操業人員 !規模憐武; 綴撃変遷

 一喜10年ま舌!5統!統は漁業転換軽よ
 {り観在!4磁

 毎年4～!0月一漁類

 昭和亭3、μ、好漁がつ時27年
 は不漁、一28律一慶j畿儀最高の漁を示し

 抱。1目:最1轟左80b貫、2ヲ年不漁
 30俸慶平年漁3～年度涼春漁がよく

 秋甲悪し・魚積州・㍗㍗でカ
 ツオ餌料向

 〔漁場)

 繋夏、牢種、.類山寸敷根・浜の帝、加
 治未重富、沖合2ク、8隼蚊書入方
 一面が塚漁を示し一走が魏褒ネ痛冬は衝桜
 島、古里、譲水;古注沸舎である。
 水揚げ病ん苫カツ牙餌料、餌料飽和状
 態の時は霜手加工嚇け



漁種漁期年間出漁日 統数1 操業人員  規模　模式 鰯翼;変遷

 坤年までノ2統、・・隼・・統、
魏在/4統

 瀦年3月～と.、目

 9場～ノク.月最盛甥

 組脈八田q)漁期と同じ

 燭隼網漁繋擢内及び醐島・刀1治木1
 錐先、他は八因と同様である。

 2μ年ま青仔統、それより逐次魔築し
 て2平年紋/統、一31年/霜着増鍛奉岳2

 鰍岬隼蝿(6.ゲ月)の.閥〃0順・
慶魔(/統蟹芭))



船網

磯建網

小型延縄

 30隼慶まで4統、冬の八田縄外開
 '覇権錘壊していたが30年㍑月

 .辛撒統㍗牢!0月滅覇靴専
 築す。年叙、桜鯛靴て操業す二

 30隼まで漁μ統、冬の八問魑休閑

 期炬鑑繋1亘,。てい龍:が30年!1月よ

 "2統,.3!隼/0月より2統理叢

 繧専鶴す。

 上ド;銀瑚先のみで…躁轄していた由皇30

 館よ.り痂治木、橿山、桜島、谷山、
 喜人一騎諸紀て擬襲寸。

 牛根地先及ホ鱈内一円



 (3)稚アユ採捕地曳漁具形態
 ・帳つ一いて

 亭)脇く所属牛根漁協)
 一ω曳鍛工5屯着火4伊}鐙

 検)鰯摺・鰯力岬(繊縄・苧聰と
 同い

 (3)火舟鰯加3竜・抑ヲ4個
(8Vい2V100W
水中紅

 b)漁具

(1)採捕網

 蟹遅1機、マ邑.ラ田一ブ5分2兎
 ◎)一従事着'

8名

 像)火猪～名

 d)蓄養施設(監視一名)

 六角網く藻繋頁麦2尺)2個及氏
 運搬用竹髄!5個(内'、ナヵゴ!一個)。

牛根沖合

牛根沿岸

一本釣



網図展開図

 (∠)身網の部

 ⑫網

 浮子　沈子

牡)曳網

 マニラ5分よ曳

(剖

浮樽(/専)/個



漁業図

 アユ鐙畿濃緑遡

養殖地

 バス街道

牛根漁業協同組合

東桜島沿岸地帯



蓄養日誌

麟縫中観滋 1出荷鑑1増凋尭



月目1天候採捕時 1採鏑盤(鑑定)1 蓄養中斃死 '出荷最 ;出荷先 備考

 操薬せ赤

カ

 艦)操拳するも不漁

 ③擬.薬するも不漁

 ③・〃

 操。築

 藻築するも不漁
 'アユー段と大型と怒り型極めて
 魁好、カタクチのを露獲量あり輸筍7職
 繰糞せ赤十

擦誰

〃



月目  1天候1風・蔵 気温  雲量　波浪　うねり  水温　備考



期間27自問

実際操業47日

 実際漁獲のあつ把員/ノ

 箪場1小.・谷 i=: 州1  _一燈二号_辺一且L盤.__養。



 ζ午)漁業開始1デつ蟹対艦革㌘あ一も伽・一、・
 稚姦ゆの接触牛横潜簿鯖・於そ賦パア旬貼賦.・じま.る。・
 本年度眠熔岩附遼露於いて左タ.中旬叫。彩紫青践嚴有⑳為タク争
 鈍奥鰯の嚢繍1;ζ混入し瀧とめ報告を受時流。2。正1上旬㌣中旬鱈

 .至純は轄一篇一欝鮭シラスのがい瀦≡がきかん肥見ら肌る◎'(体長
 ㍑脇)琴鰍多寿発屍胞乗芦のは川川賭と薄暮蒔雫ある。
 ,2月2網ヨ轍鯛タ毛を持って牛根麓の沿葦'波打際一を鑛雄穂鉱曾

 くラ.こと紙その慶馳繁碧のリスをすくうこと岬衆
 徒。ζのこる搭改ると稚あゆぴ髄成もま蔦ま島で6鰍以上のの

 も招れば3醜以下のツラスも易受冷ら犯る。混獲の助重豚や砿

 りγタスの方が多い。;奉年度脈3月生国初漁30賛曹二み走・がイ拳

 長、。童組成蝸琴の通りである。さし納り漁鰍し戦2月
 下旬がら・と見るのがだ蟹で練なかろうカ㌔こああ奉りは今後藤
 多置する必要があ.る。

 当地のヵククヂ業着はアユの・最盛期は旧暦2月!81ヨー前後とい㌔

 (15)本沿岸の気象関係と漁模様

 最も醇漁を示す雫は蘭東風及び南風のそよぐ策候のく青れる寸一
 葡の湿度.の地較的高い水濁!5}!7度葡穣とみら犯る。

 地醐繊からき沿師光及び掘風の撃い蹄繊滋強/雛'
 一の小さい幽顧柵操藁一も不可誰で弟るし魚納叉波率強舳
 は接岸しなレ・。.嵩近くが波高く砂㍗淀め駈芒りの時絃漁群た!'・。
 淀.㌻し海水あや』「渥こりJ一を呈する目は比較的滋がある。
 ※操業方法

 稚あゆ灘紘覇マスミ、タマズミに於い吃水深!油J2肋の濠
 擦健まで接近する◎肉眼でも水面止紀跳ねるのがはっきりと

 認めら肌る6

 朝方乍葡3時優から夕方は薄暮に'蚕耽は直ち延集魚虹を海中

 健入.午るb集岬鮎3g分}鯛こ犯以上経過して鱗
 ・が集まらなけ肌ば矢づ稚ア羊のがい簿はないというζとがい

えよう◎

一35一



 火舟から会図秤藩肌峰鰯.魑臓糞予の片方静陸g取手燃敬汁粉
 鋼もむる純亀灘壷包蟹ヂる。二この…操薬方藩榊∵般の瑠曳鰯と
 会く圃穣であるから省峻する。ぜ担注意すべき点は火舟と縄
 冊はモヤ・イし、魚群辛完全炬包囲した場合なるだけ沖合健て
 包囲す・るζと子ある。
 稚あゆほ砂の星ゴ9を極端健嫌い叉こ馳肥嚇し.雫“からであ
 る◎集魚灯瞭最後まで縄中に入犯たま、の卒秘(魚灘を激ら
 せないから)よいようで奉る。爾細1毛ヤイしてこ肌を竹.製Iの

 蟄黎がご烙移すひ移す場合は沖取りすべきである。

 ※竹製蓄用かごの運送について

 蕾毅かごには平均8買"ノ0貫入鮒るのが適当である。カーン

 牙鯉料用のカ如日がかので不遼である。叉カ㍗餌料用

 舳似小目の縄で内甲を張帆鰍結果も死亡㍗子
 かつ～.

 '撃墜がご鼓が多け肌ば曳続する場合がごの先端虹鼻牛ごを便
 局する0曳航中の.速度は調査般さソなみの場合ク'ライク回転
 数35ρ㍗400と・した。時速2.0浬位である。

 ※蓄養かごの形態(蓄用地における)
 蓄養がご曄クレモナ製六頭型二個、四貧型一個を使用した

 (璃図参照?こ一と)
 蓄養鯛の四発塑倣六角型紅堵較して約六分の∵の蓉薗である
 が蓄養寺る場合その割合でもって魚群索入飢ても六箱型の方
 が歩どまりがよいρやはg綱中のがい擁紀無理がないためで
あろうO

 ※魚群と集魚灯
 溝中紀集魚虹を入れると!5分～30分で魚群のあらわ肌一る

 のが普通で窟る。カタクチイワシと異なる意泄糞った隼灘の・
 超すあお状のもの(シナギ）が魔然としていることで壷る6

 勿弾カタクチイワシはアユと比較して練合㌘璃獲する場合が
 多く水深〃秘上舳ると㍗ギは伸々・沸批くい状態紅
 なる.o(ζの翠.象璋・30年度志布窓=湾肥招。げ.る三綬張網操業

一36一



 ㌻き練畿驚続㌶警簑率簑桑
 ・砧舶てい～.'.ニオII、
 遼鴬ラ4きを入汎るとプランクトンが嚢≡りてそ帆を.γユ群∵が

 きかん健繍童する竃)が見ら肥る岩{ダ・・歩びクトゾがもかなくと

 もア,減集まる・や1年り錆食よ咋・碕維の方繊いよラ㌘
 ある。叉アユはライト掲集?κ約タ暗闇ん2時間しかっかや

 漁鍵に遷歪する1姦=も・有効一'な時間は泡が沸いて!5分～30麦汁城

 内と見る午きであるう。な箇月関時億舳ゾ(は飽の魚類と嗣
 穣に効'累・荊'藪ない◎

 註:一水中灯の濠さは輝面よ菱え5尺～2.尺

 (6).蓄養場に対する所見
 海産稚あゆ採捕事業繧姦も必要な条件である蓄養場珪大亜三
 年桜島噴火紀よって熔岩の畦出構よ議桜島占肝付半島と⑳護含

 舳さ視細長い狭簿が形成さ戦部分を利用し.足もの女差る。
 (湾入絢ム300扮巾ノ00術水深2'0腕)以誼から台風時紀

 おける簿好のホ型艘避難港として使用さ犯ているO牛樫沿葦健

 .於て地曳網で捕獲されたあゆは竹かご(蓄養嗣説亭牽)帥
 容し曳艘㍑つて審養揚走運鑑すること屯したが、との灘留意
 すべき点は曵嚇=三塗上、気象竈～築:担よるか芒の転籍董で蕎る。この

 運搬用かごが最櫨な一ものであるか否か淀ついてほ今後充分瞬討
 き拠る金塊があるのでぽ恋かるうか。このかごは力Iツオ解料吻

 批臓し<一ま洲小さく、がご甲も小さく作製洲てい苧
 がそ肌でもな'歯デ子が逃げるの締げない。普通竹か㈹二つ
 以I.ξ曳く一場合はかこの先端酸鼻かごをつげて毎購。5～2寸イー
 〃の遼慶1で航走する'わけである一が牛=根治農壌1より蓄養場ま脅5
 マオ〃・の一問を・3時一繭も要するようでは春先きの天候急峻健見舞

 わ肌る公算が大き・いので要.直すべきであるし、根本的には奥付

 一37・



 かご舳紅いうI.こ生的る闘懸如ある・。一
 次輸争鈍1こ嘉養勅して塁・㍗和糞水供給紬牛・ア確
 鍛奪の蓄養場審りえの引銘榊箔鮒心舳るぺ寺硝る・。・
 この靴敏速を薄璽ずるアユ運搬には不歌のζと郁講と思・
 もうそう竹

 運搬用竹かご



 (7)海産稚アユ亜鉛メッキバケツ中における生存時間測定
 簸宮鯖納て・地鮒・鯛殆峠輸送中平会鰍近い綾果綱
 し一流ζと榊鯛州鴫察し、そ?原駅・2つ㌣
 占が考えら帆淀曾
 そ剣4).

 そΦ岬箇幽し抗争即時遼k蜘も調猫さ鮒、催穐爆無理塑
 帥泡こと・鯛納⑳遵鰍曄(琴舜岬散)⑳た蛸蓄.
 葵場紀蜘いて運送用竹λ繭胆ア払・を移し。尤符誰し字語岡が予

 定より6野面逗くも或ぴい璋昌些φ・
 その棒)

 榊圃は薫峠£卒葦串・帆千紳芦恭榊パそ㌣伽7
 辛を久銚乍(け干ク似〃'クの中略)が矛4衝識萄い2構
 紬中脳鮒ア刈入舳φ.一も臓鮒州〃ぺ帆一
 善λ㈹⑳守.壱。るふ6〃州帆潜略帖佃ψ`艶竿2餌..
 風地較しく極めて疹且?亭り軸(説寮して〃クラ?(難続
 μ～ソ個の㍗クλ書9低9川g海水些往ω
 .以ふぬ2重に確点があったΦで姉づ.'ク汐絶海越権ジ4¢凡
 犯てそゆ隻様晴間セ.穂篤レ毛みセ6

 ψ輝和32匁3月'3目半厨2時。分駒篶、

 14回年前8時蟹ア
'{

 ⑫)溺秦麹1綱ご'ソ÷バクシ3欄1g氷湿就φ

 各ペクソ肥満帆.半湛札真水申そ肌守犯'5づジー〃
 づ、入犯杷。(〃89ハ〃〆.ク.ワ)一

 ¢】実験.デュ喧寸・認渥曹養嗣姓機いr:4-8蒔準懸過しセもの
 を使痛し地、

 砕懐髄後む率愉.る掻拝⑰俸長、体重、測箆をなした◎
 甘癖巾雫、つてア辛那とび幽さ杜も・よう写し泡。

 '、一39}'



第一回実験観察記録

時 刻1海水 1半海水 真水  考察そ.の惚

 半綾、物!尾“唯ツノ中よりと研
 断娩め4尾とし島

 謹蹴卿鶏(こ肌幸一触する)

(ポ.・:
(Cき

 ㊧)(鹸臓秤即弊入
蜘鐸録岬榊11
 昨恥雛坤青予・二
1塒翻坤叩手鍋:
瓢覧驚鳩
 や㌔鋤岐って泳ぐ岩卿釧

 勾・1

 や陣するも甲譲稀る
 (瞭も聯鱗雛蝸.
 繊維榊鮎磯して溝竈となる

 繊勅銚なし

 即志9時μ5励1二至p瞬萎…鰭糧鰭≡
 7靖掬45綱糞水中の稚あゆ会
 勘泳ぐ力徒竜くし鳩

 ζe渋顧動蠕鰍失5

紀)同;丘
 ば知㌧溝藪床活発となる
 ξ銅金くオ敏書寧生一

 真水中より半海一海水中肥ハ犯淀
 が鰯1靴死亡.



酵瑠海 水1鵠確水1 真水  鏡鑑その倣

 打切り(運送作拳闘坤のため打切る)

(考察)

 婁水中のアユは全都死亡、半癌水及ぴ潅水中のアユは異状がな
 かった、.たソし岡方薬バケツ肥入れ走当初身ま氷面にと'ぴ上る種1
 の力を一示したノ41目8時紀なって手でっかまえる事が脚衆る程

 鮎るか干鯛疲錯してい叫いえ干'う・・
 即ち蓄養・中の稚アユを初めから翼水叉はそ肌に近い水に入鮒る
 ζと砿良くない一。・

 体長及び体重組成

 真水中のもの　半海水のもの　海水中のもの旦坦.



 (を)矛議圃 生存時間測定

 芳=伐豚鞠.いて虫体め・I儀碗寓晃尭・の・鵬一るが藍1ζ・2属語盛ξ薄蟻・

 一壷.恋し捻。

 霧箱は矛～鶴鉛・苛鮒び雌入1粍・襟・吏.て行績龍巾
 話)使用容器　亜鉛バケツ

 工瀧承ユ半海水
 ヲ属9尾

 ユ輿加

9尾

 ぢ)蓄養4o腸菌艦艦し憩稚あゆ峰龍艇鐙とし乾d

 類3臭館3お.1承目～3一時0舜 (重内気温!&5)

 臓爵1藩・水1 半海水輿 水1室内温馴 欄窮記録

 〃時〃碗糞氷靭)アユ
 蹴瀦じて不綴些なる

 半竈。海氷中の灘蜜段魏め
 られ希一

 個繍・際サ蟹顯

 融軸ア〃駿鯨
 鑑鴎騨撃叩…!鰍
 纐効崎認む



 1満凶麗・・ド

にパ8'7ゾ
室据'

 禁耕¢篤

 ・顯。⑦属1
 __、_J..__」・

 ク時打切り

謙2尾翼状金部鍵

 斃死なし死す

 鮭ので姦繍墓勘。叉ζ軽議譲釧

11蹴跳語鐵慕輔鵡1
 _.L_.___。_一一.__..」

 (9)海産稚アユ採捕事業をかえりみて

 !!)3月3!服もって率事繋蛸初目一穣領一三300〆).を繁雫、二
 じ泡恐らく残さ戦.2旬紬.漁期鵬荏の漁獲高声更新する
 であるう◎そしてζ⑳仕事が頼調醒姐押し進めら犯ているζと

 とはよるこぱしいこ㍗あ番バして鵬薫とはヅ本紬
 とつて年目新しい企がどあ一よう壷条倖姐よって戯並し乾ぶ壷

 ふり雫えってみること蝉して無駄ア鮎るまい・
 党づ矛}は漁=笛腔鑑が滝格怒なされ兜こ麦。遇壷の蘇驚かい
 勝笑艦調壷組合遡売二漁民Iよ魯の聴取り調奏楽蓬翻とし乾もの

 が丹雛重視叩爾薮薙の行鮎綿?1ζ断さ戦ζ一縦
 .ある。このことは極めて篁要な事であ為、,懲島I一くすべてあ事
 繋肱こ飢隼よって決定さ飾ると・い練ても決して.遺驚胃績掘為
ま㍉・o

 鋤鰍章費営.事嚢として箇錨し叉ζ棚圭弓な播撤1壷鍵盤事骨洗浸
 と。

 漁紬塞綱搬横⑳鮎する納ぎき警窟銚散榊咋1
 雫あ・為;,識寺銅扇繋章静謹する鑑合(共爾儀鐵簿篤機拳蓄
 と結翫することは難遡さるぺ豪ζと㍗ま無いし麓りて常綻瀞

 よ架I砕}



 I一…銚なるのは鮪か綱榊雛咋る。離しな.がらこ肌ら
 の鯛を相手として事を蝉ると・・÷の鮒か舶輔荏紬
 ア。列となる綴肌なし沌抗い。漁協或いぼ綱村の〃
 劣ツ下記湘ける築者を漁協或は帝町村長が統制して代辮着と

 たる場合各業者在一こρよラな未知の毒薬担対しては極めて苛
 協力酌であり、よしえぱ鵜カ的であっても当初肥おい.て着手
 の失敗雌寺るならば、以ど.と純手をひくのが卵であ
 ろう。,一そして自ら事案誹画は塵折す奉のであるαこうい5よ
 うな意味で本組合が直営事嚢として出発し泡ζとは画然とし

 た貴年体樹を持続することが出来、.中途肥掬冷る障害を切抜
 けること軍役立つたのであるOそして効果酌紀みるならぱこ

 ん㍗自営事拳の碑批よ郎旧来g漁建馬鮒る不帥一。
 拳に取り返えずζとが出来ぺ今銭の組合事案運営を容易なら

 しめたのアある◎そして自営事業として出発さ母ることに多

 大の指靴惜し.みなく与え呼即処置も即当つたという
 ぺきであろう。

 13)そ肌疸加えるならば天然の蓄養場の存在と水浴簿漁民の漁る

 う薇の伝統で亭る。いの漁民賦元来カタ〃パ州採鏑
 蓄率を本案とし仙るため㍑の鼓術がそのま・本離胆生'

 か洲叩で牽る・当初'納M鵬業遂行.に多外の低椀坪
 あり前途の菌撃苧が予懸さ肌たが現在皐おいて倣.漁民各位に
 腐次理解され癌カ体制が出来っ㌧ある。一我々はζの事業を龍

 頭グ駄終宇I幸いと午く最後まで見守って行1べぎであろ
 う。.

 ・一4享一



奄美短信
 大島分場・編集部

 ○初麗⑳瀬の讐声紬臓榊喝やカ雌蟻癌嫡・簑釦ポ印為・
 琢瀬帥⑳潅蛾亀を納え箆の誘榊を紬せ'でく舵る。'
 五月の中旬々も恋肌は本出より約ひ一と月I毛皐く梅雨がや.つ宅
 導るし・抑帥伽ハブ公(毒蛇)の出現も鎮・と恋るφ
 そして牟醐幽頼如く、綱④来襲、伝染如融ξ義一
 ㍗具合芦薦あ締れ書鳩駅不安を与える面も釦峨

 'だ。
 ■'◎その反面歯月初旬輿まで琢漁で卒ρ准カツオ漁もと9やら漫
 漁類黙久々沿・高しへ4胃2仁3タ台貢慈産の蜂省在して伽
 る。4㌧夕∂竜ク9さ④近海一カシオね場籠慮拠お未島φ〆2
 肴濾奪占雰参か?氷、錆善寺韓てキビナゴ)たけ窄もらマ出
 漁して批るg発頂静育崇高衛曇合⑳沸合}}滝レで3業30
 ,白鳥穫捜⑫I流壷屯・し事前亭法繕し≠レて父宇壱幽泡し機務講
 号カお切っ帖一9軍えり鈍鴛市㍍る{本幸⑭水饗オー9オ織絶ξ
 ツヤ・曄藷しき概り㌣るう芭恩う。
 サ"撤納庫率苧舳つセ処洲榊紬漁場氾両種目1ミ、
 .暴者1連中批薮一漁馳幻繁に馳屯舳しれる。牝訪蛎韓
 タ鋤砕鱗岬るル珊幸鯛蝸着達脾納卿を

 二、洲㍗亀二し・冬醐榊蝸伽て讐・る。
 尭百葉撫洲一本タ∂θ兄岡⑳総テソタを水揚しお落を岡去、・
 そ・の76θ片岡噂凶伽<瀦場で色々を允誰由`剥が聴す有濠。

 ヰ・試験船かもめ帥もけク芦了え〃蝋拳搬輔輔顯.
 倣矛ジ午7γヤ、製造係はカソオ騎奏稀加工棚走め穣員山居
 鈷りさ'o亀了軸さて£ぎも騨なもの、又さ室も布くの出荷昆・.一
 …'6箱変ら中実験室妃蘭じ色もっている新村撞鮒、暇素
 見く賦ηラビアの翻禦起無念愈。車樗儀慶題りとも去迅ぱ

 ・机亭かじりつい玄嫡かく庶務=係◎.
 働愉ξ鰯肪ど・ぐ…かな亨

一45}



 6五月八慶屡趨ぎ大島糞浄よむ分鶴長の漁弊麗離珂係長という

 栄蝉鰭鮒.り争雫㌣枇.張中ψ渚雛哨払1む
 .咋錯来一秘鯛分帯の紙1、壷糾締爵腋擾融塾
 し畔町鮒∵即繍馳舳と蝕一岡駒姓醤帆い㌦
 本謝の一頁曹餓舳鯛粥畏あ大師水鯛輿への夢推き...
 つと或畿さ妊る事で.しよ5o.

 ○古仁皇港ゆ港湾工事も芳“歌二1:事曹宛丁百へ.青一で楓麗撮島騒

 いあ、濡千灘曳∴蟻鰯兎はλ滝一の都窪蟹鋒議1!1岬・1蟹簿武⑳
 冒.蝉螢単す蕃鯉を屍よう・と人の渡でごり紀ミ重レ党・;奮.鱗㌘籍篤一・
 、・魏目吏の請蟹壷誉えてく服乾。

./

 争止昌奄卓脅の薔苧帯蒐苧菱.琴幣海紅藩慕ぬ亨篤二.・審一室顛)好が
 韓窓か宇李へ莞全滅線型と肯れ・.うか朴嵩・髄健二奉やり・てい
 る弗鞠紳雛晩史粋率.しいバ竹鯛1肱㍗点
 イ.刈g評笛秤な魯ひゴく・・.やが芦率.送壕人の必溺伊酵轡も…
 擬琴戸聾キ嘩,苧籍の興音紅一里沌し一く章噌鯵淳施軌轟蹄鵜克.
 砿!、、3一字率9声.苧願あ.書早と卵ま1恥ば本爵鐸瞬蕗鑑府ポ
 適箏靴鹿坪島靴と率批羅撃妙きれて.騨ギ。一リ
 テ`プを率識て翻拠舳川㍗そ露即とり蹄禦溝払灘印
 箇率事戸・レ羊うg

 .∴(事こ田髄)

べる㌣.



薩南海域

 まぐろ、かじき延縄漁況（第8報）
漁業部

 §一般海況
 薩南海域帽擾蟻する小型延縄漁船は今ま㌘30瓦随鉢タ30

 ～グ臭θあ海鰯㌘窯濫どツチ粛壷薄謝をしIて誰講しマレ・
 淀が深層舳・り、麓網漁溝肥よる由㌶デガ漁壌鋤終了と.異健

 大躍の蹄搬蝋台簿棄斎翻域⑳串θ班㌣・2峯獅ぺ～μ`曲7
 3喜の海難㌘クロマグロの・麺講絵従事一し一都庁・塑漁贈は奄

 莫大島棄方海載習か導秦嬢を一…擬歩数の激艘は寅瓢棄一滋のエ

 クN～2ヲ郵、グ2名}タ.墓クの潅嬢で女ン願壷瀞弥去

 ..、Iして操薬してレ、るが、いっ帆も海壊も島塞勤番しい漁滋昔は
 ない様君姦る汽蔦～理8・観亭莇、～24～タ海㌢一あ滋
 城で土勅の漁1護牽五ヲ9%雫穂箆い漁曹厩せてい為のみで事

るO・

 会権城の架掲姓於け・る魚種馳注鰯牽縦キバ鼻が全灘め3玖1

 %で最も多く叩重労キの3ユ8%が稽言立っている①クロτ

 グ田は金体の.岳4%㍉メバチがぶ3%で幽魏φ滅多が目立っ

ている0
1、

 クロマグロの漁混楠本年はあまり害しくな番台魔竜方海域桓

 出漁の.漁鋸でタユ神グ3圃擬藁で10尾内外為醸した漁纏は

 簿瀬の首である◎奄美東方浦合でも!}2属の出親賦見ら肌

 ・でいる。

 (漁混国中△漂姐クロマグロの漁獲さ砕走海域)

 一毎7・一'



本'艦目寵

 I(漁毒部)1

 ・見〃自・戸・日糾弾細皐馳!い鯛遼の㌣艀ケ
 島、.屡久島、瀧匿え艶動中のちをり兎瀦溝
 ㍑日産久島躯で・・鵬の初漁壷触着1、ち帥紬調鱗
 奮並び虹誘導が蔭のカと柾り碍たζと牲さいわいであっ・泡。

 5月!9目・本毎度矛一次南方蒙ぐる碑癌を終えて鰯繭丸棒る
 45目薬国がク四スヤ.ス島で闘題め水爆薬駿をやつ泡為め、

 機次航海の漁鶴決I定のため気象台え蛤参りするやら、今くイラ

邊

 臭世請をやかせるO

 よ月1日

 5月8月・

5月2.2周

 夕月ム鯛

識曹爾究金

5月28圓

 〔調麓部〕
調藍郡誕聖

別府諦壷部長着任
叉木:九一片田:弟乎丸:五田:東部員決定

 塩田.:竹下:徳留:肥後:マ滋畿部)
永山2瀬戸属:小径(養殖都)

藤甲:(蟄澄部

調養親繁務決定

 !7目魚礁繧ついて(養殖部担当)

 .事4目水質清癌防止について(爾背部租醤)・
 I34圓、魚肉ソーセージについて(製造朝王植当)一

文木緯師魚類生態研究所(板務)
 予備潜水調。壷(牟糧)

 〔製.濫都〕
 4月2・5巨岩面掻駿について関猿漁協職員凄集め意義、機構

 の運転宵薩健ついて説明会

(於:鹿氷試)

 争舳い㍑.ポ岩面掻破鯛、(於影鯛)
48一



まぐろ

 かじき延縄漁業漁況図 調査期間
 白32葺3目3ア日

盟主官.5'月73巳

 凡例　操業回数

 かじき、まぐろ類漁業尾数
 :…≡策全仁.毫複(歪箏穀ioc1李雀1リ,φ:穂獲Ii手

 4-P麦類易酉冒

 △考案クロマグロの:照名竃つ帆{:テ星す蚊'



 No8　漁況調査表

鹿児島港調査
 自前一ネロ32角3周31自
 至.始剰.32昇ら戸上下3日

その１
凡例

 上段の数字：漁獲尾数
 下段の数字：漁獲率

調査船数 25隻

漁業番号 使用釣数 操業回数  ビンナガ　キハダ　マグロ  メバチ　メカジキ　マカジキ シロカワ  クロカワ　バショウ　フーライ  小計　サメ類



綿1 便  ビンナガ　キハダ　マグロ　メバチ メカジキ シロカワ クロカワ  バショウ　フーライ  サメ類



 5肩!2目}鳶。目砦颪掻騨指導∵(轟出靭)一一
 5月事g目。わかめ養殖試験興始享

 しゆろ縄(艦2。百分5尺X6尺)肥よる薮下式

養殖試験

鑑 蟻一

 ・調餐部盤設蟹に互いて・…1
 5月〆目、鶴来の浴澤、遠洋爾部が全俸して漁薬灘(部長一

 五曙.・・繭浴簿部長)どなべ一新た揮調麓部(部長別府

 ・=・前漁棄権繰琴)鮭殴醒さ鰍た◎=地学、生駒分桁の鑑
 鑓を充実する一方、金記⑳歓究調蟹機記の成果を広く行欧

 卿繋界方破申紹介し鯛な資秤の活版願レ・走Iいとの
 急願からである金㌔さし庵走り水偵汚濁関係、絶学、生物i
 分析、図書室整備、うし歯発行専の仕事肥当るζと鯉なる。

 島2国部員も採定して仕事にとりか、っているが、.部員賦一

 句れ劣らぬ暑侍、揖目上映乞御甥特というとζる。

'49}



業月

5舅

分場日記

 4目!7支暇蘭克寮方出漁⑳途次こ古仁屋に寄港、
岩倉鼓真上魔

 7團糧・前兆街激

 9言サンゴ漁業漁具作製闘始

 〃0カツオ発水揚カツオ節奏誘如一〕;醐癌
 43司}ク・,迎8手習藍

 グ3.貫宇霜綬撃鷲牽壕獄舎圃俸戦2連勝
 〃5渥辱覇.塁λ亀

 け華沽軸亀あ率露瞭鱈費盟幸}鍋裸馬
 ゑ包冒・.洲茸書ア⑳蟹紅・允奮を認める。島ピγ発端、

 一驚もΨ⑳圭・籔虹親・鱈鞄曇している◎

25魯最業辱鶴撃麹蟹轟蜜秤蔵
 境ξ海溺繁艦薩誰○誰塵完繊

 '窪1愛経べ汐雫,墾⑭慈了

 2・官か亀奄笈大藩く慶現鳥より)

 "ティラピア絵鏡灘牽牛ダ・～65肋紛平均542ク
雫拍脇

 佃・一一籔鯛鯛秤鵬㌧一町役醤一審蜜秦、.郵鯛、
3=鮮雛駿魚繋調補靴奮斗固体靴簿
誇

 ¢冒劣7寄癒麹翻諦嬢珂含せ

 ク竃繊馳s欝養醸傭麗婚

8簿稼動扮轟罷}臓欧課許可擦罷転魏轟禽

 チ百磐軍丞竈醸塁翻鍾莱鵠取鯖艦髄溝λ藩

 .寸。^



鰯集後記

 Orすりきり騎肌土つ恕五月⑳蜜に蕉風を腹一杯舷らんだ

 魑のぼり.∵リ.という五月の爽疾きを繍いたく.とも
 子う梅雨舳.しりを鰍ぜる、うつと胞しい天気鮒戦
 ま…と桓・んぎりき鮎血.る。

 ○英国が・クリスマス島で水爆実験窟行った。夫気の悪レ・の

 もこの影響しやないだるうかとヵyクサ紀くなる。やが

 ては趨のほ舳うるこが鮒能面㌘劉げ落㍍と.酌話
 蛍闘く砂も鋼肌ない◎{

 'O今月はまこと紀多靴肝細乾。県庁野加入箏移動
 距加えて、当場の鶴鶴敏葦紀よる調査部雫新設、覇狂ま
 であった・薄溝、潜葦漁嚢部金ト黍妃なって漁嚢郡とし

 て新発屋・蝉舘軍事灘監麓貞)準備唾々の為漫り訣喰って
 rうし虹ノゲ音」原稿鎮繊紀ひまど・錆、タイピスターも
 大均ら修、、蟻痢も若干おく帆た事を籍おぴ青る。

 ○この「うし掬J雫鰭鎮もプ8号から砿、調査蔀が主管と
 匁って鋭意をの発展姐警る.事虹Iたつ泡。
 各位の一属の翻艦カ彰蟻ねが)・する次矛。

鰯集部


