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 靖体長、測定書己録 測宅月日
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靖体長測定記録  測足月目29ス29

測定者京楓外国教

     漁幕'高亙優亙礁舳4・ぐm・頂船名まク九衛弓
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 ラ毎ラ売瓶による,毎三流調査

 一主旨穫亀磁区跳上する黒潮の庫幹1締両語劇Z於Oて二六分別さ札る,そ札
 は臼本海席に流去する対馬暖流ヒ地大平洋に流麦する迩沈。即ち黒潮であるが、この
 南面曽畠酒蔵1(あし、て分岐する海流の詞をを着水産1指導所で1ま奇双肩に実施する,筒

 一逸斉亀劃と冒暗に唇心鰍で藩洗瓶(c〃〃しらκ石β滅)5年の下記の婁

 鎮で役人した.

 遊涜現(ご舳此θ胤)

 この逸苑規の水面ヒの魔虫を3握玖肉にする左め砂を
 .〆封蝋

 入加し一応。差」二14て浮力試費を=る・し、海中1τ段入プろi)

 1であるが',その時親の口を封蝋し、瓶の最西側を赤ぺ

 'ηm'・・η7ンキで塗装し、申には調査零頓を示した乗蟹を入札て
_バガ'キ

ある.

 淋,砂〔投入位置〕
 ぶ〃海流瓶'段x位1度は海洋観覆。と同じ.

 慈委週一一コδ年度6回の調査により〃50本を投入しちが桧し・上げら札て羅菅のあ

 つ左のは22集で約8%の劇台を示し庄.

 すRl(漬けろ海流状産は横当面言の/4点、//点κ凌入し左剰は対馬腰流に乗じ長

 山奄'具、曽邑葛(石邑蠣己島県つ1(遺…畠し'≡こいろ,

 文日1≡先の言己環をみ老ヒ,ノ6魚古、5書梶=漂、対馬κ漂着してし・ろ.

 'カ産人島、商向蝿同に1受入した弗か一濠8本格岸に湶蟹している。

 ク目は噴1当面言の/2点から静岡倶へ沈んでいるが、殆んヒ/烹～4点のわのが覆

 手島更孝ヒ和喫山保汗に戻葛している.

 9目は夕点カ、ら萬矢口県に、ノノ月はう申亀に抗ルていろが、zオしは黒潮の夏流ヒ住るか

 資料不一充分のため衷阿てあろ.

 3月になると檀当面宕の各鼠κ授トし左須は大島ヒ祠牝、又曹界蟹東序に急場してい
る.

 一ろ/集～4点に抜いても種手島の家睾に桑讐している状竃である;
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 5/41褄歯喫南高木部手を石囲

 ポフー1∵ギー高;;最ぺ'
 ギー†三1一難品ぶら…I一'一
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 ク4..和歌山奥砥牟姿砺目冒町

田中

鎌倉

後木

浜野

蝕15;

 離r'1
 “I一汗「フドフ;1

 一……'上“「…一r■…←'■…山一山r

 駆1ク/・1・・い・・1
 ・'十一一…r一山一一'一'一'一・一一1

 界!、4ど上一し1三、1
 ク//1・1ク・。1

 ÷一一…十一子一一1
9/61/81/031
 ㌦∵7万ブ .1、_、.払_、ポ..._1
1・ノ61・1∠・パ
 1一一†一寸一一1
 L/8ド01λ㍉
1二丁不可丁,
 1一∵ブ;才7フー
1111

 丁■…仙一†一■I'ゴ…■…1.
 ユ/ぐ1"13刀(蛸1 一一{'一……1
 1371す9〃(2馴

 ㌧■斗ニニ、1
 と___ユ_一一上__.。_二

 着聚2ク茸産、28茸慶の試験結果よリ資料催か〃・ら一応薩角海産をゴビ」二ず
 る海況12つし・て考察してみ多事にする、

 黒潮本幹甘沖高晒ぢm運を比」二し・演者萌60運附丘にてお馬暖痢とI=分岐す

 るヒ名えら犯ていろ、z机よリ見てf同川g同の黒、湖1ま8舳//恵～6焦

 一に於て漢人し左親は耐爵暇涜1(乗って目牟渥ち面ヒ耽麦した叱のが多く吾か一目泉海

 者ヒ涙旨し左ものは少い.
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 ヌこ■δ∠伽5点一)/0点に凌八したCレレ〃βo4吻Iま目昨年度ノ本ヒ李牟

 虞は全然拾上げた報告がない師から黒潮の本俸によって活峯に凄近す多幸ζ<北大早

 粋紙レているものと黒鮒流域の醐によって鰍してし'ろ切と二つ咋之う
 九る.

 故に苦々はこの県流中0)C～〃8地を航行申の暢循によつて冶」二1ガ右報告

 を望むもので勇を一

 踊自岬。昼久島同κ装入した。"〃夕ゆ威の碓壱が多し、術からみて、犬属海

 峡を流札る煕閉は畠が百の京海岸1(確近して此上する直沈となっているニヒが想嫁さ

 札ろ.

 ス冬期1こ進入ろヒ黒潮の珍カが覆之るためか、伽レ七ク肋の象害1ま、大島貞

 孝、沖縄、薄手島の東洋寄が多し・葦から、二犯は黒編の束筍に於ける反茄と冬期の〃

 『の季節嵐の影石ヒよって漂着し后のでは4がろラかと茎うニブの臣同か生じて来

るわけである.

 以上述べた。顯κc肋桃に・よる酒涜調査1ま資料少呑きため充分♂る壱県が'

 出糸ず、ヌ=流速は繧週目散負…果流星略キ子ザ布善用壮三采薙いものが多く、計算ヒ美一応差し

 ひかえ左.

 29茸虞も者タ.塗脂辱所では蕩洋笥剤と併行して実施.亀行する予定であろ,
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 焦げ莱方ミ1二よる夫ミ=冥膏{魚稀盲目査

 縄網牒乞凱て1・1礁協1二あって1無の鮒ク)糠にあってi独の紙の瓶をご
 .の…窓菜1こ貝若した穴事禁であ:るヒ本っても週誉ではない。

 伏乗定{董負塙語1壷はあらゆる予瑛芝甲〔ひて子了わ帆て柔たか酒区一を茎;掲ヒしア三ものか巧く勇二
 採策の出現収柔譲調査がI且重里正確な調査方湊1こ工夫されつ}ある.

 定書淀陽の調査1摘痔案かI景も禁物ヒする賠既芝把るばかりでなく濫場附立の暗礁位置左一

 描充に款リそめ広狭や萬汽の状態を刊寒セしめ薫童が魚碍の左榎りに巧ろカ吹は右側にある

 かめ閑違を探証し束1無り漁場に於1†る等深操のボ態を唱藍1二拍解れば垣網や身綱の位置

 は自ら決定.山茶るもので巧ろ.

 当眉畢所て・1嫡砺よりの依頼もあっ帥で椙観陶抹島沖合全郡岡岡村にだけろ漠湯調査

 を計邑し水採.低質、踊向亜の三条1三重呉乞おいて調査した介何分1=も始めてめ計'昌てあ
 リ調査舶か温穴て鳳摂に気配さ1れる事多く又蕨乾上の困箆もカロわって充分な詞萱乞期し亭.
 なかった琴は遺憾'であった。

 A.知林島沖衰看演1場・調蚤

 r詞萱方浅

 u)調査,糸良の決定

 詞蚕き果は書目査しようLすろ薄湯を一点し廉椅を以て扇形、円弧形、方照形夷は憲岸線
 に墓平行に又は重直になき約=調査する方法学色{考えられるか零は令嗣査娠が・交
 叉して五目良彫に亡くなる亮にし又調査線の同席か狭い程哀いめであるが陸上の施形.
 揖岸線め杖患家11描庭の所在等によ1」理想通に1拙未肌峰榊し・、

 卒調査戸耽瓢反航走巨萬をなるべ(正建にする碍刑囚に示す穣に匿上ヒ三点海上1で
 ・回央の定央と定め各定央岡を各調査録が成るた1す交叉する旅1■した。

 し2〕調査船

 右翻瀬洋丸㍑雫〃5中

 t3j副厭た

 魚群深蹄.一・・

件)株泥審

 火n1式抹泥景一'

 ゆ潮流計
 エフマンメル'.ノ嫡流.計・`弱気嗣)

 こ軒査機亭

(1)水深

 海岸湶耐並ては陸地桝晩っている鳥水深/淋裸前絵ま(憲司配(ら)を示しそ

 れよ1」沖合は平内勾配々3をなしている
 水深10村1j菩禾諌は昭平行して締出な陶勲は覧らい霞介に其鮎よリ南東
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 /5θ禾稿五‡〔水深"一案3木訳かI人1j込人てい否
 スー方墓美あ巧ては田良晴より紀麻副こ至る浅所か旅出して1負傷並く吾て世ま1ド

 期末弩西端炉てそ磧斜と尽してし1る

 ②親施

 掃就の彊翻ま薄黒の量用爆置1こ重大なる影響乞喜へる事1拡ふまでもない率である.

 着提詔提の籔劇仁域25跨回以上の豊碇観測芝1吐桑ヒざ』tるのてある砂・1目瞭と諸事
 の岡張上ノ7蜂一間こ童藁岳珂亭剤5へ/0分庫丁工7マ㌧メル、ノの爽測許を使用して置測

 を汀した,

 当落湯り崩翻拐臓に示す椥二繊峡釣ヒ1ま天さ机ていない一こ1沢は濡派牟幻林碕
 で蛾そとら机ぐ・乱流になっている群=であ1る.

 融伸の尋六鯛ま!0目ヲ'日午前6時平ラ独自北乗に毎降茅00大の消霧い上
{

 報去記鮒帆た肖翻腺は旧ブ29目の弗潮殊鵡1∫天ノ7席舳翻噛たけ(ば
 あるが}朕に当意蛎は湾内を兆土する上調が一娼当承い焦に患考されるつて其η柴濠

 具力篇笠敦勤=ぱ注意宇事すると翠ばれた。下潮は紡林専で藍断せら此添向26o
 寅液豆=麺跨340米が景商て上窮はヒ(・はない
 ㈹底實

 当統測地附並は海洋濠並くまζ看干の泥質を帯びた網砂て陸岸に蕨迂するに従って

 独抄く水素!0朱林丘て・は小量っ員敬ガ斌右≡してお1」水素20朱附立ては尼鰍・
 穴訴分で羽った

湘淀観測衰
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 (B漁1陽揖百郡嗣岡村村.石沖合
 !享目i司〕霜和2マミF自ノ日26目玉'目9ヲ日

 2.調香方云前項1二司じ・

 3、調査概要

 (イ)水深の案化

 調査薄場は揖宿郡同国岳よリ長時鼻φ中東部に消突出した村后に位置して脚立の歴

 上は平屋な拘作地て海岸一帯は持石附並空隙く他、砂族であるため,水深の菱他も

 巨細50未附並行は米探30米(約ノ∫尋)丘司配伽舳納かな酒妓ヒな
 ってゐる。85'0米以重」ま急司配Lなlj氷累7ク～〆0米1一二至ってみる・
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 .q瑚淀
 嫡=耽ら測.捌締轟ヒはリ基央Aよ■」踊か川添碇調糊附打水案の中
 長都,.則ち木深!δ米の流豆をコ8目ノア特よリ29目星晴'まζ密肝岡ノ0分阿j至

 '凝観測をなした、
 当漁場の一般的潮愚は岡圃岳沖より長崎鼻汁に流帆る上リ調が場く竈張1」ざ肌た亦・、
 当蟹測潮ま剛≡ノ2目25目の弱沢跨で活論は皐汁であるが、芝の潮更は潮汐によ

 る鰍μも醐鰍り鰯師二流入する海榊影弩に評される舳嫡分ピ思
 号さ帆る.一

 文添豆も2湘20時毎時バ/醐涌沃ぴ観測さ机だが。大潮脚・は/哩手立く
 のラ腿があるものヒ疋考さ取ろので藻具の設置1二は下の台の士毒1ま充分1二該琶しな
 1ナ机ゴよならないヒ思料される。

 し3)調査の杢蛭

 綱の調劃・1捌即玉髄さす征め,師鴨伍絞1こ鮮らせ狂わ隆止1二三墓
 ヒ海上に茅廉を謙冒したが西寄1j一の季節凡預く浮漂に原動し流麦を生じたので記録紙

 上の水系の判別仁は船内コンパス方位ヒ船璽(バンド1コクIl=よ事)よリ決定した。ヌ

 匿峯並くi=は岸暖が・巧リ悪洋増甑の大型観豫蝸ζぱ観測中み操乾が・非常i=困鮭て弼

 り否充分なる調査はむ乗なかった。従って別固(海底日、め記察琶采1二は看干の誤差
 はまぬかれない。
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