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ｻﾊﾞﾋｰを使用した場合の釣果の比較
A船
B船

ことが示唆されました。さらにサバヒーは 12

操業時期
操業日数
操業回数
針数
使用餌料

時間程度の短時間であれば，低水温耐性も持

H14.9.25〜11.12 H14.9.26〜10.16
15日
11日
126回
71回
100本/回
100本/回
サバヒー 冷凍ｷﾋﾞﾅｺﾞ サバヒー 冷凍ｷﾋﾞﾅｺﾞ

漁獲尾数 104尾

23尾

25尾
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当者並びに漁業者の方へ心から感謝申し上げ
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表2 調査船「くろしお」によるサバヒーを使ったマグロ延縄操業試験の結果

平成12年度

平成13年度

平成14年度

3回
3回
操業回数
4回
4回
喜界島周辺 喜界･徳之島周辺
海
域
沖縄南東
沖縄南東
10月下旬 11月中旬
時
期
12月 中 旬
12月 中 旬
使 用 餌 料 冷凍ﾑﾛｱｼﾞ サバヒー 冷凍ﾑﾛｱｼﾞ サバヒー 人工餌料 サバヒー サバヒー
1,825
117
743
353
604
900
817
使用針数
漁 メバ チ
3
7
0
0
0
2
2
3
6
0
2
0
1
6
獲 ビンナガ
0
5
11
5
4
17
17
尾 その他
計
6
18
11
7
4
20
25
数

釣 獲 率

0.33

15.38

1.48

1.98

0.66

2.22

3.06
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