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鯖楕窟測定記録表

匿  演ほξ戸冒罠召295.一26

 測定一着柿下I一乗榔

           類騎はね釣濠案総濠頼蔓ラ〃メ

           名方/2x累、魚種易11ア           ス.
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鯖体長測定記鉄
棒.茎幕干夏憂葛1

 隆艀二と」
 測定月日晒2ラ年茅月211・目

 測淀君沖丁.下.乗I都

      薫業種類窮延漫操業'貌違寝量ス5-o6メ備考

      課船名天祐丸嚢塾サ・こ.!∫0θ'ノ〃%      一'

      濠残寒肩1ヨ・ブ.う目:二葛〉・目
      隻剛批、券⇒含ぎ

      潔呉使用数/〃ω本/旭太㌧サ・ご牛z      操業国政3サ,く'組成ゴてサバパ助“1〃。z
      温篭～帰琵7目コ0目～8買24日不.明'ゾ

      ↓
 ・±土」

        漬韻ホンサバゴマサ。こ不・明隔敏一水シサベゴIマナバ不明
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箱精究測定記録表

康彊 測定員員

測乗著

 ・淳業橦別 薪延縄

 ・薫舶  る天 祐  葦五十÷孝一一塁
 董乃至亙11高/Σ三二逓
 憲一事て浩二…三アζ
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鯖体長測定記録
声空地
峰毘島

整理沓冒 漢11浸布目

測定言

2ヲ923

 府下、東郊

       薫禁種類サ,(並竈漁案稽潔穫量ク。δメ備'着

       童給名三暑金叱塁孔魚ゴマサバm0メ餌料イワシサンマ

       9目ノク目種       棄護隼冨ヨ3ノ鉢ブ。太..
       ?目22E'利
       組ム葺

       嘉易覆久島一疾坤荻       葉員費覇壇72o本^物禾寸床ン切ご一一!今。只、寸(三受)一
       恵菱回激一4図'ぐ        組コI劫ぺ70θメノm〆/目?0本X(民スヘ〃鉢〕
       記藩～舜琶g日娯9月23日或不明ノ一/
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        許29
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鯖精密則定詞鉄表

監
測天目日

測定看

 コ9、ソ.23

阿下.栗郡

       県業極類サバ迎電流・案総濠硬量700〆

       憲舶各三雪金比葎丸魚種別サバコマ寸パηoメ       濠獲年目貝ア、/7へ9122
       潔渇墨久島^湊沖侠武魚汰オ、ン寸バゴ<サ・こ不明計

       漁累便用教ク2減一戸〃本体・畏用65∠よ

       厩業固簸6図潟窟用12525
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                /0?50仰7D53540〃十2o～〃5チ。ノ2.6
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                ?十/0                ノ2/33μ粋3908072796505802ノ                5/545,失∫ノ4J/≠9'                /ノ十ノ0

                ノ43538∠705ノ580ノ01一ノ0コノ6,5ノ3.2
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                /63コ7766J⊃45〃ノ/十一コ〃ノ∫
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                20.え38茅2

                2/340〃
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鯖体長渕疋記録

霊 測定目目

測定着

 2テ.〃.9

竹下.蒙靭

       区三種類康ね釣濠場1漁船名丁ナー岡芹九1■一・'…一血`       純農藁量5,000メ

       魚1

       に仁日目29/03ら一
       樫痛べ
       別は小鰭が多し」.
       温

       黒.揚漸十嶋西方25_50'放
       1魚貝使用数二29本サ木レサヘI

       1簾業回教媚マ王〔夏'く一        組ゴマサパー名4m〃%
       減1不明/mo20% マ王〔種二

 …■衛

        高木ノ丁,■三マ寸、一不明稻級木ンサパIゴマサ・ぐ不目目
        ユ0.5ωし厚尾尾30.∫舳尾4星星

        2/03ノ.04

        2ス5←3/55I
        2ユ0/6        2ユ5十ト1簑ノ2
        23.0.33,0

        23タ3コ.∫一        240以0ノ…→ユ」コニ1■ゴ■        2老53升5
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        25,5

        卑
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 縞精宏測定言i録表

匿円  覗'定目月二三9.ノク.9

測定貴所下.栗郡

     ■'納'一f山.一'^…一'一■一'一'…・}一.■1`■^一

     涙業種類箱はね釣瓶素範漂擾量500θ

     景舶色…'}■矛一嗣洋丸      I一`I針     澱褒年肩亘2?,ノ。3〃6

     il■,1島約万2∫!～50'侠武魚体山一'木ンヴパI慕コー1升“     29本ユ体系用     明.._線jjニビニL、序

 踊秀一なし

 一14ト.



 I園ヨ
      黒萎種類窮はね釣渓素

      藻船名才一海洋丸      蓑覆葺月目29・ノδ・/7(3日日)コラ.〃!タ一_止一^一一一一・一_'一一一・…総漂褒量ノ用江副…一山山器
      濠揚済州富∫E27'

      藻呉使用讃2ア本

      漂業団数5既探㌧サ・ぐ組成コマ      出冠へ帰琵2アー〃、15へ〃.2/不
      一一一一一一一一一

鮪体長渕疋記録

 {則衰月日フ9/0.22

訓定着外壁致.東郷

 阯一…【一'一…`一一…^一フ高;一;丁蒸阯山一風

       購敬木ンサ・く'ゴ≒サバ芥明

       245むへ皓研一サゴ三1一TL至;号4トー…†皿       2∠0

       2λ∫

       220・1美ト三デー「       22.5

       23δ33,0

       一23.∫33.5序1トコ・・[:丁       24.03ゲ0

       2名∫3架5ノ。し!)1

       25.0',5.oノ。「1山…
       2∫..,35.56

       26.o36.0.5

       コ6.5タ6.5/

       320r1山“1土…一       2ク5

       28.o
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       30.∂†
       rr一下'7“一一一一一^       計'ユ2i
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 三浜精一充う則定書己釜景表

匿  漠11疋胃目2ヲ./0コ2

測定着外屋敷.索郡

くご
    '一

    烹業筑黒褒受ノ6o`)メ
    一一一

    孔魚種訓}''廿'、I    ''

    巳岡

    7/コマ物仁事†     山舳'

    78

    案桶坐3土25

             同体て防τ株簑主調丁蒜■一'一一.一血'             魚種稀'FLl頭畏性別             〃0董燕肥漏震しツL・)輸敏砺             高幅沓皐物重賢

 僑着なし

一142一



蒲体長測定記録

副 測定肩目明29./人5

 恨1定者炉r下。乗売口

    票業種類覇一本釣烹莱'一'凸一一'''一一一一一山山τ一一一…'一一一一^'一節黛穫斗坐し僑_さ魚サヘコ.j00    豫箱る金地罹叉

    薫痩年居日〃目2アベ//日2日種

    棄場∠^名2ポ、4ポ〃∠州パ2j㌧40モ別亀成
    黒異使用数32    壕兼日教4サホン㍑・「;到1今世巴…    江逼～入港/o日27日(/ノ牌目

 範.黛隻.斗1■zこτ一…ニヨ

      驚」上一サーゴマサペ不明麿甑氷ソサベ
      二～o5^㌧星尾ξ30、∫㎞㌧星

      コ九。3/0

      2!.5'3/∫

      2ユ.932.o

      2コ、∫.32.5

      23.o33,0

      刀.5335・

      コ403尖0

      コ45

      25.9川←山35,0」
      25.535.∫÷
      ⊇ム.沙360

      …I→

      2ム、5j.65

      27δ37,0

      コス∫。37∫
      一一

      二…8.o」丁㌃・38,5      2灰∫

      戸go/.0

      2ヌ∫/コ。
      3ク.0二1て0

      一ト中一一一一一⊥一一一一一
      許4

 ξ,1井斗㌻L斗
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 ㌻ミ剛疋.記録表

旺  漢恨月日つブ年ノノ月5'目

 測.実者〕丁ケ下.察、師

   阿秦不馴、議一本釣裏笑維漁獲一憂}3〃0メ
   3,3ρクメ

   蔓用1ビノ1,1冒込1L「漕馴一アこ二ざ蝋鮒専Pu票
J

              71勇妄性別圭濾鼠一看勺、蒜              捧、盲目体幅体藪'㌧w)脊驚戟糸殻勤致              ぢ♀'・ヨ翌電1^寮墳拘望量.一、州ノ)苫■帥碍'三石 ノL『)

 偽君ちし

1叫



 票青づ本長測定言己鐸之

 ・匿円 劉一定同日囲29//.5

 測定着汗丁下。東郷

       領業種類鯖一本釣漁業/300メ衛君
       ]

       鼻船名海嵜克!3〃

       黒穫鼻月目/δ同3め^〃日2目'檀
       別

       黒島よαt2〆～oo'γ預       ぺ帥ノコ4へ〃'E成
       濠呉使用数34サ爪㌧げバメ/テz

       バ、

       壕業国敏'組ゴマサベメデ4.6z
       蛍港～入電/o目2矛日^/!目個威琢朗★〃∫z

        ㍗

        階級木ンサパ・ゴマサ・ぐ不一朗稻.マサバ不明I_}4
        20.∫ωし星尾星3δ.5㎞星4星ト割
        2λ03!.0232斗__一2        コκ53!∫7

        22.o3ユ。ノ32
        '''

        コタ・5jλ∫        2ラ.力j3.0・㌧7一''f一一一一一''一^一・4)」'_'_…
        コ3∫

        24.o#ガ∴∴        2φ5

        ユ5.o

        25'、∫        260一rTべ一四'丁0一'一…0一…l1乍キー二111;…十二二1←山一一・{一一・一一……・・一一        一26.∫

        コ70ノ

        275.

        コ灰。/驚十二■r二州寸一」一一一←一一_一_一_・・.……IL__一一0一'一上→0一…''I'        螢±ニヒ士一
        十山†…^        ・一一一←一一一コ{ノ''一一一一・一一i。._二、.、1ミ■_一'。・'。一一・一一!        計

 '一一一一τ一一「

 .マサバ不明I
_}4

4屡到
ト
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鯖精眉測定詞鎌表

匿日  {剴定目日2?竿〃日5日

測表着肺下.東郡

       「       ■I

       .操業種別鶏一本釣果菜醜漁獲量!3oδメ

       漁船名海津叉むノ.ヨ〃0メ       濠穫手月日ノ0.30一//2

       漁場∠山。2牙{oポパ伽和ノ2字一〃'E供試魚体大ニサバIゴーマサベ'不明計一血.
       濠果便用数34体長用29δノ2ノ。4

       孫案巨象3繕電用/コ222∫

              魚種κ0触一F]体高廓む輸数              頭長体幅体重“η努驚踏」生融軟蝕谷掠員物婁量貢3)騨石
              ゴI/3〕サ.㌻!66454職/←〃

              ,2j308δ6∫争9490ノ十〃肯6ケ4,1王1              η66535/0/十ノ'
              山'

曄障
平王三

 1楕考4し
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鯖江畏測定記録

匿麗一 剤定月日

測定一者

2アノノノ4

 吐下、乗郡

     一一一

     濠案一穆頚霜一束釣篇秦謎東糧曇i65〃メ踊考
     勝甫丸     29へ〃.ノ3汗「

     薫揚仏と28へ〃〃よ幽ψユ6へ〃ε阻改L
     畜呉候嗣数4∫次㌧汁バI

     虞業国敷3すべ.租玖ゴマ†バ占
     増党～八冠/ノ目ア日へ//月6目下明i

     一一一■1一.'一■''凹'

      厚平甘麦コーマサバー不明階載木二}      星.毫3ク5休尾

      二～ノ03!o1
      †

      3ノ..㌻
      →      2人5・一一22.o3ユ.0÷

      'ノエ.∫32タ十
      ココ.o33.0

      23.∫3コ.5吋
      4

      240340

      二三4∫3{5

      コ5.o35,0」
      二15s・35、

      コき.0j6,

      24∫二F。      コ70

      27∫      28.o卜…一一†斗3ク∫十〕テδ〃㌘・μ      28,∫

      2アθo、一__一..⊥…一■寸r'■■一バ5      2ヲ.5ノ
      一'†血      I■一一

      却。o…一〃ク

      計ノミ≡十'一「      }
      ■I}一'一一一…一…'}一…山一山

一.

厚平甘麦  隻王.二}はご上ド..∴番
 星12尾…廷一一↑

 I'I0山一ゴ'■“一一一'一'一一一I一
■

一

■

・'

τ1
■

 τ…■

斗
■

÷ 一
一

 '一一…一一山一一一一^一〇

■

一

 ・←一一一一一トー一

 …十÷十一一

/

コニー∵…
ノ21

 ←山1一一一一…・・

 _↓__.、4、...

 幸∴÷1∴1
 二二∵‡±二二二〕

 一一トー一一一ゴー

庁

 .上_._し_.、
 』一二一一・一一一一一ドー一・
ll

 †一'十丁寸一一
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鯖精宅測定記録表

劃 測定冒日

測定着

 2?竿/ノ月/4日

市下一東郡

     壌業種別驚千木釣療集一純潟度量6.5
     黒・給琶勝浦丸魚      雀サバI6.J
     禽獲.竿百日別
     濃筒ム孔t28}θO^'     人一株'エム0むE侠訳黒体木十不明
     涙具使用教45休景阿      I一一iπ'山一■一血巾・
     橡一美回数・i3精扇用25

65mメ

 65oo〉

計

                薫種縣σL,頭長体高体幅∵票剃♀生葱線重一憂熟霞胃内客吻重量肥掃寝(祈/ご)輪敦                〃。

                窮ξ

                ゴ'ノ夢!壮5045o!十'δノ2ノJ.!
                マ223806653490ノドωo/汀〃5

                寸一,八3粋コ一86645354δノ十〃o33.5!3∫                4J34身3685∫5/δユ十〃δ/2ラノ〃5
                ト

                へ53ユ'ク6占25242o/十〃4δ!2.3

                以`3コJタ7645δ4地/十"70以∫2.δβ3

                下ク3!`ク6争コ。ノ十〃6.5!33                1ポ三                同㌻3η8ク580ノ牛/0025ノ2.θβ.9

                と)ヲ3〕0/o同8/牙μ実1喜け‡。つ2.o/4∫9o〃ム〃8
                /ノユ6才2↓2字0.ノそ7
                .ノ2カ5ゲ4一/555%ノ†〃o2.o4oκ/
                ノコ.j4ゲ46955540ノ中/δ2.5!名2

                4J258085494∫o丁6.5'!3/
                ノ∫〃、7ゲ7紡〃4〃ノ十'o2.oコδ/2.6

                ノ6j卑∫83ク257〃。2+//o30!0〃6

                一ノクノア測'サ7rユ65465/5!5〃4タりノ十〃!十〃o3.0・?0}一ク5μ4/2・4
                /9ノJηκ5/4孕。!十〃!52・5'!件3

                2o3jクア56∫53∫2o2+〃o/52o〃6
                '/コクク9665-346o!†ノノo/5                コ2力7矛566555〃'†ωo牛。驚十月
                2コ〕/ク8クク45762o!十ωo4.0需                24J牛。ゲ6655コ票                2∫32'ク86!4炉・・n/・・十し

                合.計3J'6'5∫ノ66/ノ〃5ノ25〃
                聰3砕ダ26ユ53す〃2等;ij表土ヒコ
 僑着なし

 一14ト



 魚斉イ本一艮測」定言己重最

爵 測定目日

測定者

//6

軒下.更榔

      票案種類鳶一本釣薫芙舵一漁獲量3〃δメ

      濠翁名龍≡E又1。。。、
      薫餐享同日29ノノ.ノ4

      薫渇丈〃27,3δユ“手・コs一ω
      藻真便月数禾〉サベ一一%

      環業団教6サ'“塑戒ゴマサバヌ流。{〃。z      比冠～入琵/!目コg卜〃目'組不明ノ1ユ

頂 考丁

        雷載木ソサバゴIマサパー不霞階級木ン

        20.5しし毫亀30.5ωし

        コ!o3!δ4

        コ尺53ノ、53

        コ2.o32.07

        22.532.5ド6
        コ3.θ33.0/6

        一ト
        コ3533.59

        24034.δ十ノ/
        コ453名s/3_L
        コ5035.03

        二～5.5H         35,54
        .一`山

        ユ6.δ34.0/

        26,5365

        ←3Z0         375

        コ8,o38,o十
        仁一

        コ85

        29o38、.,。、。■■ヤ'ト
        」

        コ9∫.㍗一∵        ノ斗         ト

        3δ.o2400
        †

        計3781

 r山一`「

『

一一一
一__1

 仁一一一…

 ㌻汁→二‡≒
■

一49一



鯖楕名測定記録表

慶一 1貞11定肩日

測定着

 29軍/ノ河!6日

町下.東部

      ユ"2メ

      エ〃〃一メ

      ゴセサブ高下計
      烹呉便掃歎体長周8/

      操.護国教6篭窟用2∫」

1^

1剣
1コ

華

                魚種体長(F〕体高体・幅春轄軟篠敏姓別構内容肥踊要黒                頭長何賓(呼)生楚擬                ^'o

                ♂♀.重量熟賃等半歩                コI一/345界9〃5ぐ6〃ノ十〃oコ.o

                マつ万2茅コ6∫÷45コク/十'o!oノio〃2

                サ53岬琉r624牙4∫0ノ十'07ラ。μ石←一
                』、4jj7売蜥535`02+'0!δ2.o〃4斗一一

                p2ゲ茅。6∫半948o/す〃                華3288'μ4.4宇〃2+〃!5パ←"/!」・o〃g                3j2857o5/キ。'/†"0J.δ2茅。/5.o

                同83〃85655/5苧0ユ寸〃θ3.o75↓                93句8o6/5φ4∫5ノ中〃2.o/←ノ/5←コ
                )/o3ユ6ぬ69505mノ†〃!o2δμ6

                →

                →宕340jη〃ク7ク065、㌻/4ヲニノ。架6θノ十!0!十〃o'エ。!54∫/フ/」
                /3一52肪刀546j52†/oo,

                〃カ8務68.53535/十ノ/o3.oノ

                ノ5328昼27ρ525ゴク、1・〃oコ。・

                /6324酬675δμ5ユ十ノ。o30

                ノ7〃。8469チ356o/十ノρ.'、6

                !8効g7o604牙39δ/十/!2o

                ノ7328!645o4ク。ノ十〃oコδノ立4
                ユ0J26〃μ字8μθノ†〃/ρθノ27
                2/J#4豚〃.5354ρノ十ノ。o■θパ2

                224ゲ8!mκ580/ヤノノo30・ノ4'・'≠/
                2j5ク89π4/67o2+。7r-oJ}.4/5.5

                コμ

                」∫                合計繁雑宇仁よ‡}                ⊥←均

商

 、麸錐珪圭L土
 考なし

 一5o'



 魚青イ本畏浪ロラミ言己釜暴

蛋  測矢日目ノ2.4

 測定着肝下・東郷

       慧業程類繁一未釣豫薬黒一源覆量〃mソ僑着

       器船名/6住着丈黒檀男11変成サ・ぐム。クみ       票覆皐同買29ノノ2テ^ノ2.3       婁場心`2炉へ37'附加争ノ2伸一37並2㍗箏30日幾ト群穴で夜明け前午莇大野倶付戻符       熟果仮用敦4?木ンサバーメ%

       慕茱回数4日自寸パ'盟友ゴマサ・ζ'6〃〃ノm%
       記一秀～入冠ノノ河25トノ2目5目不明ノ弘

        靖証木'/サベゴマサバ不面渚該氷ニサバゴ々サバ玉鴨

        ユ。・∫帆.星犀足30.52
        2!.o3!o3

        2!53!55

        22・o32.0ク

        22.532.5ノ4

        23.o33.0ノ4

        23s33.5ノ3

        2403半0ノ5

        2茱534∫/2

        2.5δ3ふ∂4・

        25、∫一3553

        24.o・36.∂2

        24.536.52

        一2交。3'70

        一一2ク5375

        2尿038.o

        2亙5.3ユ5

        29o390

        .2252395

        3σ024ρ.o

        計4討96二
一151一



蒲楕茗測定記録衰

騒麦崖二1
 1舅1廣膏膏つ9軍ノ2目6目

測定着肺下.東郷

       稀一本釣漁業I…一一'…一一''■'一一一血'一一一山一親黒石量6m■       匿竃一.一''}'血''山一・       住着玖`一一■'剥寸一バ       つ91〃2旨ノ2J6〃0Ii山一.`
       与濠種隼月目ト1漂尾薄具便用歓似〃^J7.久帥争ノ24.、j2供試黒体ホンサバI〕一マサバI不明計       4戸体景用/o∂ノ〃4

       1撮秦回数6日岡稿充用2525       1,一

               魚種輸撒               体長OFLl頭長体高待,帽体婁しw)青息軟体数性別生殖象胃内容、物蔓登肥踊崖               κδ
               ♂♀重量察浸簿

               ノ〕4ノ茅7{75コ5卓。〃十/3ク5ノ34

               二～32ア牙3685o5.〃〃†!θτコ5.5〃3

               34炉9324才4牙コ654354so⊃コ54尉〃f/ノρ十ノo～o22。∫茅』ノ5.0ノ28/42
               5『57ヲ26954ω5〃十!03ノ/々7

               6ヨ29戸4665ノ仰5〃十!!3午5〃.フ

               .7834/34o郷戸ク656タ50545'2δ56δ/o†//0+/!5ノ矛3/3ノエ/μ2
               タ司'7万26/牛茅43fノ2+/フノノ4ノエ7
               /o〃/906タfノ5物〃f/〃2・,7ノエ6

               ノ/ヲjコ茅7675コ.口δ〃十/ノ∫役2
               /二コ⊇!82464g48り/'十!0～ノ5=〕0μ∫

               ノJ.Dノ概6タ5⊃5ヨ6/o+ノθ～238〃6
               〃〃タ8タ6955〃5/o千!～3〃fノ{2

               ノ5322?茅675047∫"千ノ2フ4ノ失茅
               /6J3584655ノ5φδ〃十//∫95/3.4

               ノ7ヲ5/η〆55666』ノ'十ノ35・し
               ノ8刀ρゲ6μ47㌍7oノ'十/!4

               /9326薦6548460/o+ノ#ノノ               20327ゲ5方4牙46』/〇十//ケ

               コ/刀き次88∫o5/o〃十つ03ノ3.〕

               22〕J8/63字9475〃十//6

               つ3り7〃644949ρノ沙十//r!牙←
               24)牛/牙66956〃5〃十/リ2ノ炉
               2516湾675一ヲ∬o〃千2フ4コ。

               台・詐j40.ρ4。6〃/コ才'ノ30タ∫`κ仁虹               半角3じs2㌻665/)23一一〇 産土言辻
 備考なし.

一152一



蒲家長測定記録

匿田.  副定月月2文ノ2.6日一.

剰定着竹下.票郷

       漂案種類霜一太釣漁業総黒獲量2〃。メ橘寿
       濠狛名ノ3・呈生丸星サ・こコ。ooメ当船は柊劇故榛の

       意寝辛目日29一〃,2クヘノ23竜        剃為禿升坦る操業出
       漢渇よ以・2ポ^40'租        戎未すI       竹ノ2い".
       涼具便岡籔25本サ木ンサ'ご'〃
       脈業国戴佃岡』“        盟ゴマサベー2m'〃4z
       泣箔～入港〃月25ト切5.目成工萌メプ

       隔.韻木ンサ。こ'ゴマサバ不一頃商洲木しサパゴマ庁バ不明
       2σ∫ムし厚.4足3454

       コ103./06

       コ∠53ス56

       22.0一3.20ノ2

       22,53・25/8

       23.o33.0!4

       23.533.5/o

       24θ34.o/o

       2“345.㌻

       2S.035.0.3

       ・25.535.5

       コ6,o36.o'

       2一`.∫.フ6.5・

       2ク。370→
       2.zs.3ク5

       2灰∂3ゲδ

       28.5ノ一3次5

       270'33ヌ。

       二～一え52395

       ・3-0.0J40〃

       計9計9/

一153一



騎精充測定記録表
測定同日

勇1!定着

 ノ2月68

肺下一乗郡
         一

         潔宗一一一1種別騎一本釣濠業寵恵渡i2〃0メ

         藻・船名主主文票1サ・、養別20ω一ノ         濠凄皐貫目一一2タ〃.28、ノ2-3
         黒揚以ユサー物,ム〃ノコ中㌧40侠試更体示ンサバゴ{サ・;不帽計
         黒具使南数25本体長閑

         頂莫国一蹴6貝固街雷周25I25

                魚複長(1=U頭長体高体蔓し一府j脊魚.敦條瑛性'別生鐘線胃内蕎獅蔓量肥一新頂輸載                〃。妹福♂字重量藁責繁卑石
                ノ33!オ!655∂5〃ノρセ/O2ノ25ノ40

                23/6ク95ア474〃η†!〇三2昔5〃.ア

                o43η3価η746!64苧7η灼'5ψ∫〃中2〃千2一λ{λ∫2!4ノ3。ア〃4
                543j5302肋フ8ρ5950字35〃“ノ0〃十!〃†ノーo'.∫ノノバコ!4θノ糸7
                ?32!測6248仰。〃十2o23〃2
                83/876j504`∫ノ〇十/o一23〃コ

                `一一

                932f備6コ47%θ/〇十2/失5ノ3.メ
                /o3j!狗64∫o495ノ。†/～22.∫ノj4

                /!32`η6φ46455〃十/o45ノ3./
                ノ232ク82644948ざノり十/?32〃8一

                '一、ノ3/43ρカ3戸27戸砺〃4テ4542o一仰〃〃十/〃十/凸123〃5ク5ノ3.7/2,7
                ノ5/632'〃77㌻フ5625万5/464ア0¢/5ノク十2〃十コ7/2ア∫2μク〃.3
                ηノ8コ7タ6茅ρρ43砧474ココ。θ365ノ〇十!〃十/U                ■一一一3ノフ.す/ノチ2件ノ
                /プヨψoηク/5μ6〃ノ〇十2/5∫バ,タ

                203η茅θ佃52タm/∂十/o!59ノ5.4

                ⊇ノjηクg6349μm.〃十/oコ灰ノ妙
                ココ3ニク775gηタ.芋ぐ!ノ†/o22.,ノ33
                ⊇jη58/〃53、ク5/ゆ十2フノ2ノ5.2

                ⊇4「皇粋8、フ対746」占5コノ字2)4∫一6'・〃十//ρ十ノ1アノノク'Jノ9戸ノ3ソ
                舎言十δθ〃ノヲチ3.5タ6ノ2θ8ノ2..幻レ号アノ〃.三3以∫

                平婦カ3榊62半ク〃'/75.〆ノ4/
                ↓

 帰着なし

 一1S4一



 勇者イ本長う則定言己鉄

監 逗一段肩目

測定着

ノ2/7

 外壁蓼、竹下

       ''…山`'一'

       濃柔種類篤一太釣漁業貌漢護蚤フ。oρノー一'一'一一一一僑
       憲一給者蔭福父魚一…'■一十べ9oooソ
       諒塩年目日種       ノ2、ノ2ヘノ2./4別

       漁場λ42ポヘ00蛮       メ舳手ノコ6㌧"戎
       鼠具便用数3.一4本サポ㌧十パIメ%

       凝秦回讃.5図べ一        組コー々サ・;9moノ〃。ソ

       窟港^入秀ノ2月7日～ノ2則目成不明.メ劣」

偏 若

←

一

        構級水I。寸バゴマサバ不明南設木レサバIゴマサ・、I不明
        20.5己臥毫屋尾30.53
        2/o3〃3
        2ノ∫3ノ.5/4
        22.o⊃.2.o/2'

        22.5.3つ.5ノ3

        23023533.0フ3,5!34
        つ40jチ、δ,

        24.534∫5

        25,o35'一0ノ

        2“.5パ.5

        26.o34.o→
        26.536、∫ノ

        ユ7.o370

        27{3ク∫

        28.023灰0→
        2演533流5

        29o/390一→
        295ノ3タ∫

        30.ク/40.0

        許ク計_L」

→

 一5s二



鯖精竈測定記録表

 萩「薦■
彪児島埴  ノニ～

 一寝1'素ミ1目目29宰ノー2月/7目

預11定看肺下一.外壁敷

漁 契種別1騎一太釣濠奈
漁船名 陰福丸

潔覆牟日目

 漁、 場

匿便篶
 ・〃ヒ2ポ～〃'
 ん■“権“～〃θ.

34

 艶・票 獲量

負
撞

刑

サベ.

供試'魚体

体長用

精角田

ホンサバ

 9・史

 コ'一マ

 ユマ芸十王一王ドブ
2∫ 25

                魚種体長L,頭長体言賂重亙京性訓生殖鼠胃内容物重1豊輪敦                〃0体幅肥繍戻
                し榊・軟條線♂♀望董熟度瞬石

                ノ330茅ノ6ク545二5〕十〃o3/6.」/46

                234ノm6孕わ5〃ノf〃72丘δ〃/

                333!77ねψ94幻ノ丁!ク'コ.J36〃.3

                433θ庁5665ノj23ノ†〃1ク33.6〃4

                5〃タク8594ク440ノ†/ノ6.∫/o〃,5'

                632δ786コ4タ450ノ十〃/5実0ノ3.7
                7.す35万6435/525ノ十ノノ23。∫〃.〉

                83388コ68'545〃ノ÷〃δユ5ゲ2/矢∫

                ラ3/8労わク64ゴ0/十ノノ250一'一/3.3'一}
                一.

                /o29ク7ノ5タ4チ59∫ノ寺/o4∫ノ8∫ノ51δ
                //刀78566孕3',〃ノ中/o/oノ2.δノ玩7

                ノ2ヲeoク3574ク3ケ0コ十ノ。一ユ。40〃0
                ノ3303ク3554335り/十ノ2ユ55.θノ～,∫

                /4カg8ノ65505m二十ノ。!o7主ノ40

                /53288/6/5747oノ十ノ。!b5.δノ33
                一一→

                !43必ク662484!5/十ノ。!,86/42

                /7J/57764岬4〃ユ十ノ。/590/∫.o

                ノ833/ク9434948ρ'十!o206.0ノ32

                /タ〃2矛36ク53す60/十/0δj.ク〔ハノj.フ
                20フ2～ゲ/67タ。48oノ←/o/ゴノ安5ノ≠3

                2/33童826652債。ノ十ノ/牛」.o〃0
                “^

                ユ2〕3∫8-2〃∫2530ノ十ノ。コ6,o

                2332炉庁2/6仰4602÷/ノλj20

                24刀g次26ケ5θ5m/十ノ。0ノー。パ。''一'一''I
                コ5刀芦戸2μ50夕52†ノ。2ρ6.o
                合汁担ノ45Io`                99圭卯/コ42ノ2.'3δ仰王ノ6J.3

                平均326'励644タ4庁6/96.】」立 1!9

僑  着なし、

一{56一



圏召.
 薫香づ末二艮測1定言己一銭芝

 測定目日3o単ノ月ノ8目

 測宍=着乗都.矛千九、吉藤(商研)

       漁業種類鯖一太釣貴案一壁一漁獲皆、一斤σoメ.何一考

       頂船名3共允丸魚サ・{一。ケρθ一別ヒのため壌案出

       濠復字同日/月8日種        別未ゴ2ク㌧5ル・。グ
       〃(二にラ書。憩へ!5'可・は怠床は       涼搦よ帆(淡へ男ζ成犬靖て・後の濠場は

       浪冥便用毅3δ本サ八覇の群が多がつ       ホンサベ.メ弘       '{'た、氷遍/`.デ(一
       壕業国教3日瑠ゴ旨伽1一ノ8m/〃。%〃プC夜明餌付さ
       出潅～＼澄ノ目ま一日～/目ノ肺版ザー明1メ9戻肴し矛目」

        浦一突木ンサバコ'Iマサ。ぐ不明商甑ホ㌧わくゴマサベ不・明
        2少5伽皇疋這3模52

        2403/θ3

        2λ夕3!53

        22.o32.64

        22.5j2・∫

        23.o・3,.0`

        23.533.53

        2久。3尖0ノ2

        24∫34∫ノJ

        25.θ35.o6

        2工∫・35.5

        26.036,0ノ2

        26.∫36.5〕
        27δ3ク。タ

        2ス53ク531
        2坑。j反。

        2a∫3j8∫

        29052え。

        2ヌ∫4j7s

        ±
一157一



鯖精.宅測定記録.表

調査地

 歴兜畠・潅

 ル。

ノ3

測定日目

測定着

 29雫ノ目ノぎ日

宗郁

       遺業種別鯖一太釣漂業1寵黒蔑量、{9θoメ

       漁・給名3共和丸葉箱別サーバ∠ゲ'oノ       黒石箪日目/目ノコ目^ノ日ざ日

       漁.場以〃コ75o'コ7リ4'μ・一ρグ/∫'バグ∫ク・供試納,ホンウ・ぐゴキサパ'不明計
       漂真候同報30本体長用i90ナシgo

       操業団致3目媒秦楕岩用二528

                体長'FLl嚢果・沫高体重(剛斉魚軟條教性別生殖謀胃内容物蔓量輪教                魚、種体幅腱満厨                ^'0♂♀童冒'璽硬韓石
                ノ36θ9!?6ムδ7nノ。+/つ2?∫ノ。/6,5

                2コ74.ヲ/クg62ア30〃f!O〃8/5一ノ5.9
                33仰9δ権638〃〃十!oノ3.『34∂/6.5

                I一一一

                ゲ2j亭2κ半サ450〃†ノo∫δ2.5ノ3.3

                534/眺7359クjθ〃1一'◎〃o.∫ノξ.s

                一67月73半5〃4オ紛7/5053'フ06m〃†.2'5+'り。5!9ノク5/3ノ3.δ〃5
                茅32/字4605/4m十.oクユ5〃2

                9司沙字667475タθ〃十/つノ3一5.o/40

                !δj街ア6〃556パ〃†2oノ243ノ5.3■一一一一〃♪■■'1'I・I1,                ノノ〃7幻n.55ム必/り十ノoノθ〃.o

                /2刀茅宰。685⊇5〃〃十2o!09δ!竹」
                !334684695'6μo/〇十/oノア6.つノ54
                ノ435ク9274579〃〃†/o!5タ0'5∫

                /53坊茅/65504ク。〃十/o82θ/ユ7
                ノ6『`クラ/7359ク物!ρ十2つ94∫〃戸

                /73κ1茅767545'肋!'中/oクノーj〃ク■一`
                /8ワ2聴ρ仰〃ρ'〇十/o

                /9Jjク9.65325〃ノρ十!o

                力3〃9/η6/ク9o!ψ十!り
                コ/刃ク粋683252θ!〇十つo
                223;!92ρ56?〃ノ〇十ノo

                23拠対ク'5/6〃〃十/つ

                j43豚〃クδ534m/θf/コ

                二、5フ紐カク8607〃〃†/lo

                合計665『.石7ノク〃β67ノ←、〃5十
                耳346Y6I勿546～ゲ

                L lL地上54
 僑老君し

一1弼一



賄体長渕疋言巳銭一

麺  湧一案月日30ノ.28

項11定着雫郷.外曇:致

       漂業種類薦一本釣農業総療養冒タ〃。メ筒老

       烹一船名茅坦つ玖黛1サ・突〃9
       演寝竿日日3ρ、/23、!261竃`        剃

       黒揚んと29三〇κ狙       λ舳ノ;16、ご5'E戎
       演冥硬用斌'       30サ木サベ1〃峻・8ソ

       バ'

       操業団蝋4.組コ吋、、1/渥。21

       出潅～入I泥ノ月ノ9日_パ2加成I不明1メゾ

        晴甑本㌧サ・ごゴ'マサ。こI不・明蒲蟹ホソすべゴIマサベ'不明・

        ユ少5ω㌧ξ毫逗〃5ω1㌧呈星星

        2/03/.0

        2153/5

        22,03ユ。

        ・22.㌫325

        2ヲ・033.03
        う353353

        2炎。〃04

        2夫5〃∫5

        25o35.083

        一25.∫35、∫ノθ4

        26.θ36.0ノ23

        26.536.∫一ノ3⊇

        2スθ370ノ2/

        2?5・3ク52oノ

        28.oガ、02

        28.5〃∫9

        29o3ヲ04

        29532∫

        3φ.ρ4〃.δ

        計言十ノ。o/9

 一1s9一



 清薦を則正記録表

匿壮1 測淀月目

刺定着

 50字ノ月28日

東都.外屋敷

    魚種ハ/o嫉!頭{FL〕;長
    ノ3J3庁5    Fコ3578局

    '336.≠茅/
    38490

    3η92
    3769θ

    377サ2

    'ケ3517柵

    9阪3gj

    'ノ。3759/

    '//4386

    ノ2ヨ∫6所7

    ノ375師
    北8ク5

    35gゲ/
    フム.5タフ

    348河

    ヒノ炉3μゲ7

    コ/戸36./94
    ÷こ20万4オ4

    2/コ27∫ヨ529ノη
    ,23丁下μj盲635,8ラ6字7・
    ニセ5刀/矛/
    奇計9城ワ一一・'ア4

    岩⊥迎4.フ=
 稀培ζし

一160一



鮪体長渕疋記録

駈 測定月日30,2.8

釧先着栗郡

       滴業崖類覇一木釣潮業詫漁獲量クVOX衛で

       葉箱名はね釣漁業負サパー種男リ舐1戒クρo       漂嚢星月目ヲ0、ノ.〃～2-6

       漁場〃?9㌧/5''ペコ0'EルΨ"一4θ'～5グ
       湧呉便用数24オ、ンサ・ぐ〃疋・90γ

       操業日教8サ}ぐ盟攻ゴ々サ・∵切幻〃%
       出琵～入港ノ目.2明^2月ア日不明ノ%

        碕敬木ソサ・;一ゴIマナ・二'不明幅.報木ノサ・コマサ^不明

        2θ.5ひ札毫尾毫3玖5

        2101,!0

        2!∫3.!5ノ

        22.o'.72-0

        二～2.532.5

        .23一θ33.δ/

        23.∫33.∫23
        一一、

        24ク3〃04/

        2久53チタ

        25.0350十中1
        ・2ぶ∫→35.∫         '■^一山        一一

        26.036.0

        26.536.3二一        2クδ3ス。4

        2753755.

        2803グ。3

        2反f38.∫

        29o39o,2
        ↓

        一一1        ÷←十・用トし←計」」L汁て一、一I…■一一'…■'・
 29-o一

↓

 焦十一一二一」。

計

一61一



矯楕充測定記録表

 損j正目日.二…o竿⊇月8目

別定着京都
          一

          黒案種別濡一太釣漂繁3!総漂獲量ク00メ,     
     

与

          漂船名はわ釣漁業筑サベ'.ク。oソ
          '^耐'…堰

          漁覆宰百日3o一/、コθへ2.6剃
          山

          黒易れ七コ7^〃'          よ舳和!ユμ一4o、ゴ々サ・;一不明計
          漁具便踊歓245           '55}'一血
          操秦回数8δ25

 踊考灯し

一62一



船体一艮測定記録

変
   '一

   ←業謹頬箱看■■'''o-o凹■一一'〒覇一本釣斎業1劣・   ノ/庄音丸1干

   潔種鼻冒目1'2/∫へ2/81=ガー・屋娼言ノ期わ二・・j;二   涼扇

   蒲呉便弔薮2∫ガ

   標業回教4晩,■萎
   出溝～大藩2月ノ4目一2目/9日咳

 演'表…肩目3δ.2./9

別定者外壁教.東郊

 1㍉潟碩量
 ;1一石・一一

兵

 」帥→一掃 、
一

 ノ8ハ〆・

 ノ島

        崎毅オ、ソサベゴマサバ不明晴強ポンサベ'コIマすバr'司
        っ。.5味尾尾尾30.5/1         ■.一_一一■一一'…一一山'一!山^一

        一■一

        ⊇!o3!0

        2尺5一3ノ.5
        '一一

        2コ.032.0
        ÷一㎜一''一一一

        22,5.・パ」一一一川一一
        23.o

        一一一一山'I■山        2入ξ着1±二、■         止一一山''

        24o340

        24、∫345

        25'.δ3タ.0

        25.∫/35、∫一一■一一〇一一二二F二二1`一一H山'凹''一一        260⊃6,o
        「

        26.∫/236,5十一        2スδノ.33ク0
        一■'__'上一

        .2那4ノ23ク。5

        25.o4ノし⊥38.o二三        28ζ・一9        」一
        !一        十

        ・■'一■o一一一'一」一一■一

        計/

 r'司

一.一_一
 __一」…
一
二
1

 一二二干二→

一一1`3一



賄椅霜測定記録表
詞歪施

竃児島藩

ハ/o

ノム

 測天目630年2目ノク

測定看外屋敷.乗都

      崖讐≡㌃葦暮筆業十1警番流義軍肩1・/・一川種1ん'屋久島昌ノ滝沖剖ir.'“`一一・一'一一一一一一
      2,5〃。メ

      2,∫〃メ

      漁場畑キヨ～3里バコマサ上1『し.
      潔冥便雨遂2jるつク8テ。

      簾菜風教4晩2525

 偉喝なし

'164一



 昭や29竿漁滝調査証録
         貌報源色

         目器入嚢嘉嚢誕漁獲量サバ漁、種童薬へ嚢有湧、舶歎聴混寝量・サバー濠碩量
         ノ右

         2に4右2/5〃就

         3冒4に20.55θ、許

         4じ∫同29ρク0ヒ

         5ノじ5.5ρo同

         る3/!2〃。じ

         ク3/93m

         8.3ノρθoθ

         ..9/5.060

         /∂/3200

         イ/6279m

         !23!〃5〃0

         ノ3ノ3.2〃

         /4ク2ケノ〃

         .ノ8

         ノ42ク5θo
         斗

         ノク36.φ00仁         十
         !8.45.7クδ

         ノ9/丁1V。
         20

         2ノ

         224ノ。.6〃

         つ334.ノ。o

         24./ノ.〃汐9

         25

         263ノ{ク〃

         2ク5ノ次/oo

         28十、"、。         292

         3o,ヨ6.5勿_」H一
         _二⊥計1一一一1「1,r2フ5.〃0

報源

 一65}I



            .''`一一一」一書選蹴調。5肋漁浦誤登記.録
            親許調ね釣漁美査対象漁業名.一'】一調査冒摘出した

            Iヨ紀久奪粕.敏貢勇茄敏純漂履貴サパ.漁覆這船船戴体長清一蟻魚体数蔓繁黍

            ト

            /上二
            ?石2右6.〃δ

            占'に一三」に45〃             斗キ
            4圖3局ノ25〃に一ト            寸

            5じじ1丁
            6†             2じ

            十            矧            7半

            8コ寸十て            ∫

            94T
            /o4十'凹0一■■r'^L.4_仁___↓.一_斗一J_一一一H一一十{'ト            ノノ/↓
            ノ22斗一丁一ド            ノ3つに

            〃3L            kL+←"土二二1、三汁一一→            ノ63

            々ノ2青
            ノ左98〃0

            〃581〃0

            2〃タ'/㌻〃o

            2ノノ22ユ240

            2239850

            234↓9gm
            244/5,5.m

            25

            2二27L寸÷平;姜

            3365ω一一一一.…o山一一'1
            '■一I一一■

査記.録
調査対象漁業名

 セμ十寸ニコ

 ー血「'一
11

 一'寸凸一十一一■一一

 __↓_一L_に_.
 _.__.↓.__斗一J_一_

 一一十一下一一一←一一
 」一十_斗___

 "寸ニポニ■二

 フ丁1T…■.ア=
一66一



         1山II一一■`''直警.漁港調査記録

         範対馨源舟若・怠業裏雛鰯は礎蔓         目総人藩給敏畜漢数誌漁寝量
         ノ5二143〃

         2おφノ5.ノ50総

         3に.ク2ρ8〃計

         チ・同2ク〃。に

         5じじr同

         4÷P姜じ         ク

         8652m

         マ22.5〃。
         ノ0コタク〃

         //⊥          →         ノ2初。

         ノ3↓
         ノ≠→5"         卜
         ノ5

         /63∫θoo

         /7/2テ〃。

         ノ8/!〃0

         /9/←4540
         20つノ05m

         2ノコノ5.5m

         222/050θ

         23/「1、、。才二‡↓
         24/4〃。

         25//〃。

         24)6、〃0ニヒー⊥し一汗一         2728m0

         2矛∫θo

         4ノ45一θ0」__「'…一「'・一一…一…」'……一.一■一一..'._'..._一..■一■“_。一_一一・一・         卜2δ2タ30に・/Iグ7mθ
         ノ22∂0→、ノ。恵丁一一'一一'`一山…'         計72L■'.'一一一・一``一・・一一…一・1・一・■一一一0一一一・0一'■'_….._一一..._一.一...一...._

漁港調査記録
対馨源葬

 裏黍裏漂頚;ぼ重

 二工三夏工二寸二二コニニ
一一167一



堕苑五望憂工亟 源漕調査記録
         総計         肩調査対家湧業名.(ばね釣県業)         ㎏一諏藁翁潰榎署サバ'患痩{敏・入楚加数・均漕.拍数'東漢薬量サベ漁獲量

         一/右3宕45ρ0範

         二に3に3.μ0計

         3同/同ノ。oに

         4じ2Uエ。m同

         5ノ/5mじ

         4/つ5〃

         ク2ユ8ψ

         8ゲ〃3m.

         一9.28ゲ〃

         !ψ

         1ノ{76m.

         !2ノ/3m

         ・!3一

         .ノ4

         パ

         ン62//〃

         .〃
         !8

         !9//00

         20

         三/
         22

         23/ノ5〃

         24

         2s

         26・I

         27

         27

         うヲ一
         30

         一3/一22.4m

         計2953,6〃

'169一



塵憂1風滝調査言己録
                自純計留鳥繍鳳鮎縦懸菱の賦乃調査日抽尤した

                婁蝸教有為,}歓鞄漂墳量すバ身震量ミ洲'撒石黒捕球範・漁榎量サベ'濠頑{紙鰍右1焦漱鑓サー。・一爵覆量船歌雛癩勇
                ノ/2,5〃

                コ/!2oo///2ω/〃0総

                3//!〃計

                4/8mに.

                5同

                623,〃0し

                ク//7m

                9//500

                923.m0

                ノθ234oo

                ///8m

                /一2//5oo

                ノ3

                /4

                ノ8

                /6/〃0

                !7

                ノ8

                ノク

                20/3〃

                2//ノ4o

                つ9/3m

                23/2m

                2422.70φノ/oo25

                25

                24222m

                2ク23.300

                28//フm→                2gノ/7〃

                30ノノ、物1

                /

                ノ/500                生2ア3ス⊇〃//42m/。2〃=282牙36〃θ3〃。ノ/ρρ二5
一169一



嚢可蕉漆工亟 釈.  流言岡査書己圭菜・
        総日棚尤した        範療。署青演干婁        日

        乾・入淫市教有療、胎教I一一'一体長則美薫佐糞'■.'一I一一'一一一''一一一精完馴乗急本数'山一'凹一一■'
        ノ2/200」
        2

        3/ノ00

        休一

        5
        6

        7

        8/.3.000

        タ

        ノ0427a2δ

        //3ノ6,0m

        ノ2

        ノ3.4←
        /4↓        /5‡        /64
        ノク

        ノ8/40m

        ノク一トニコ
        20

        2/一
        223二～λ7m

        232ノ5、〃。/652∫

        242一ノ2.ゲ00

        2∫//0,〃0「
        24

        2クーI826,5〃

        2826mo

        2?

        30ノ2,3〃。ユ_↓]
        3/L…_一
        計3//57.〃0一/452す1■一一一一一'一'一

 節鰯青演芸隣南去∵㌧

 一〃0'



 1茎1竺岐壁至j坐工j  漁・洛調査記録
        純計'山一…・山'山。・一'■'一一・調査も油尤した

        日藁人妻有風船歎多鵬碩量サ。ご涼覆曼鴨載体制則衰負侭籔餐密林測豪
        ノ63J.榊。

        2

        3/6.m∂

        4'2ク〃。

        5一

        ト÷ト2注?〃
        .83ノ2,500

        94㌃/ク028
        /0/5.8"0

        !/2.れω

        ノー2/ふ8m

        ノ3/夫5-00

        /42'0、〃0

        ノ5

        ノz3ノλ〃θ

        ノ7

        /8/ユ8クδ
        十

        ←ノgノ劣4ρoユ
        /.3.〃0

        一4〃0/425
        23

        ←

        24/ク。o一

        十

        →
        ・パ〃〃衷2」山上一 二エヒ■
 一1ワ1一



肩萱潅 匿堤笥藩  ノノ司令 渓港調査記録

よ
ク
8
7

 ノδ

ノ/

ノ2

ノ3

〃

ノ5

ノ6

/ク

ノア

ノ9

20

2/

22

23

24

25

～6

27

2ア

29

30

3/

計

総計

恥入海
舶数 篇.嚢 総涼要量 サペー

漁褒量

 静養日柏出した

!船議 体長渕衰
黒体徽  董充よ則姦

斗  ク〃0

 81〃δ

       一
       31∫。。
       /⊃.6m2ノク8±

       ←

       //mo

       /2、〃0

       /!3〃。■
       454m

       //〃0

       /⊇〃

       →6.m0
       9ノ9.〃02ノ595.θ

       5一28.〃0

       //4〃0

       /ブ〃。

       †
       /3.㌻ao

       4.22.51'0

       一`28、〃。

       3ノ∫、fω

       432.500

       427〃。

       /!一〃0
       L

       2ノ2〃0I
       /3〃。

       63I29案4〃共33クノ06

 31∫。。

 一1ア2一



1亙重亟
        就計=調査日柄退した

        目魂入港船壕有漁船薮縞漂渡葦蓋jぐ、熱獲量箱揺体側藁
        ./

        23ノ!5ク。

        3./チ〃。

        44ノ4、〃。

        5

        ∠3/2.5一〃22りδ50

        73〃、5〃

        84ノス000

        93/ユ2m

        /〃2よ6砂0

        ///6,m0

        /2ノ!7〃

        /32ク.〃。

        /タ3ノ2.2m

        ノ㌻/6.〃φ

        ノ64/ア7m

        ノ7322500/ク928

        ノ83/3.〃0

        /タ3/3.3〃一
        2∂3/ヌ∫〃

        2ノ/9o〃        222ノ3,500二±
        232ノ2.8〃

        し2ゲ/6、〃。
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塗壁吐二王刻沢格調査記録
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通洞汚調 査記録
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 海流馴こよる海流調査
 まえが妻

 薩南海斌圭比とす獺覇梢畏は全繊あ漁1破支配する事は刻、まτもない事柄
 るが全萢協に共の分岐呉を有する対勅く染の溝長芭も左右するものである.従って当所

 では、雷奇数冒に実施さ火てし、る海洋壌暖化合府に谷北,"帆」辱k昭帝2ク竿塵=より経
 看元蓑看茅t瓶.を東人し妻書方し瓶ヒよ=る貴書流言司査ミ1二4J蔓弓めだ=

一調査方茨

 /電流瓶商瓶測捌回(チ為ノ)の撤にサイダ'一縦鯛し
 寿『判こ徴λし'三場自・一月、による流クミ色ナくする差引こ

叫/封蝋
 堀流瓶め氷面j二の露土が3牡以内く一らいヒなる孫機

 中に砂'ε入札て一応陸上二て浮試勇葦乞なした.

 ス釈中には調委宴領を示したはガ書を入れ瓶口は末
 調査用嚇・き

 栓のよ二葦†歯乞豚ビー=しj三.

2.炭火末撤風教入位置

 攻入水敦は各此〃へ刷二2ヲ軍5局よリ〃軍

 3渥丘の夜X抹況は剥衰(t糺公ム!の壷リで其の位髪は海洋観別に骨1丁るシん也かヒ
 団じて・ある.(値1し沌じt山㌧ノに於ては左之入は降こ外した)

↓ル/

 頂∫亡ノ234678
 旗人本数0コ525コ∫ユ∫  3∂30〃

 .;海流瓶拾取りの経盈
!萄1蚊率

 囲允29竿凌(直し昭勅2ヲ字ノ肩幻1全芋〃同丘〕にたけ弓彼人扱の拾取は牙.帳

 (ωム・)に禾礁葛取老より扱者のあったの!支2?乗て・拾取率㍑2ルなリ当
 所で海況瓶破へを始めた、27隼及〃字硬が3アル357れなっ(いるの1北
 へ一るヒ2椿弱め強享を反している

 (拾及率伽ノ舳献本逸)
 嵐へ不敏

 2.同列袷取ブ率

 29年ノ目へ〃目の6回倣入て同列冶取は.3胃.7胃./ノ冒I三攻入された
 のが一番育くし1づ'れ七ク茶ヒなって.∫百に咳入されたわい覇者は一案砿い

 (然し当所ヒ采1司観二則を打つだ、山〕リ氷陽観到げ庁に於てV/7^%二～7の丙介ら
 煮入されえ中には・一3鰍三れたの欄告さ爪てい石が竹ノ地は耀別納分
 !二も報舌は琢11)

 又2フ♀ヒ2行に狼べれた舳は.ケ肩7則倣入されたものガ拾魚か孝く!ノ
 ー177一



 葛に後入さ机た.ものが之に1文いこいる、

 3、北山)刑の捨重ほ29年ぱ%コ.ノノ./3乗が一爵多くいつ双も4乗づつて叱

 6.7宍がら穎箸さ榊たものは一琴業)な1一、二の%一6.ク笑は.2ク竿2グ羊に一も

 殺害さ帆たのケく27字にム躯攻入したわ州ソ艇乗入弔て・拾取さ以ている〃
 である.然し員昌え口301手に入。㌧3戸収入)二の術童[がら救入こ示したのが一転芙大二島カ・

 ら2へ3手巨告されてい;る.

4拾双地

 コ?年パ以後の拾取地は別表しえ・仏3)に示す様(27㌔28年度は当所専案

 覇真=告薄jに奄ミ英プ(高i宜;轟め黒≠嗣反荻=(徴速する)i二よリ流=去=。れた、二恩わ帆るものが'

 !蚕貢く425系後入の河ノ4乗即ち全2合取数の5割強介一全=街並ガらコ合取されて否リ
 叉30年ノ月.3月1二放火さ帆たもの)享艮告のあったク葉も全書匠神幸邑、楚笑大畠海岸
 ガら拾取さ机ちものであった、

 29字賃は27千乃28手に比べ全附之介ら拾取さ氷た.訓≡幣に書くなって1Iろ、

 次に本州大平緒で拾孜さ飢えのは.7脳9月に攻入さ帆たものが・謂澗票ノ.東烹/
 神奈〕リ県!三重県2.表知纂/ピそ机ぞ氷報告があったが対案氷系ヒより流邪
 以たもの蝸舳助舳釧宇1缶/～2乗っ嶋取さ次でいたか2今年変は助/一
 ノ6柔の同てばノ素もなかっ足.然し蛯23で山川氷瘡観測所で赦入しとものかノ
 籍崎暴で袷敢きれている、

 石んじ2海流瓶拾取次況(珊29年ノ目へ/ノ筒丘)

 泣1ノ月3局.5局7目9目ノ用眺%
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帆3

 救へ集

 材g

 ノθ

2

 冠.流紋拾エ拠長

 率‡青紅∵「
!53.ノ∫

 ノ3乃

43.7

/43..ノ4

83.8

 ノ03、ノ兵←

92 7

9ク3

5クー/ノ

39.2

/394

 ノ3ク、/3

/o9,31

//7・/3

/2■

 /∠9μ
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32大畠郡善界島乗海岸
 38う毫郁村

 5無ぞ諏中宿子村槍回

 ∫大島郡笠利村

伎用村山国

 ?o実宋都折轟看郡打

 一÷唐兇爵黒唄跡郡大崎呵

崎票商都町栄松
」

30静岡県港津市静浦

宮崎票商珊弼鵜榊鴛栄
9暮崎県師阿郡市木村

 44神牽、l1慕平塚市乎ラ柔

茅沖遇回頭村

 42三…重黒南筆郡売坂村

47達桁白塚町

22 愛知黒海芙郡伊帥員岬村上田

 定児島黒中複吾町浜淫腸・

/3〃,8

 矛一/ノ.4

 ヒ土17

刀大島郡与論村憂

 26㌧大允村津名久

 ・パ岬縄斌帥里村
     L〃8/2天皇郡字摘村屋兜
     ←ノ5//,牙・ノ「新鋭漉
     /ノ〃7⊇ノ沖遇言古郡薯島尻

     ノ4//.茅ノテ穴島郡郡隅栗湧岸
     ノブ昭〕o/。/9～『坪電肴養地区弼地持
     ノ/胴コ77・βづ46大島郡鉄面村一
     7桐jOr/98'天辞郡重郷村
     ノ2ノ./727沖駕書護テ沌羽地村漂

     ノ。一//9。。「争榊二元郡装
     83、ノ0ノ6x鯛崎柳族1"漕

 /⊇1天島郡字摘村屋兜
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 8リ。パ  ノ41欠醇郡喜琢町書
 8i吊 /2笠刺村工浜

フ 戸;量郁村末尾禾  二∴■
海流瓶漂流図
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 三漂流経盟にっし1ての若染
 /.薩南海域の累潤ヒ流盈

 2-9竿度は前逸した様ヒ非常に拾取率が艮くク月ヒ9剛二攻入さ帆たのは大辛洋岸

 に漂着したものが妻く菊・に三夏慕から東兼都に到る岡て拾琴されたのがI目立っている
 これらの鰍搬敵した鰍鰯よリ継乞鮎して那にL記肋1・鵜しえム
 乗の円5葉までが/δ.^/3習/目の蒐さでこの豆さわ又割合立琵巌の本県瓦官崎県
 太平洋岸1({宗看したもの・ム重～ノ。痩/日四外ビー致してレ1る.蒸し佃1休ヒして前言己

 6案の丙/系1㍑5よリ弧され・静鵬で鰍さ雌さわ・・浬/目ヒなっている、
 又2?零度太平洋亨拾寂されたものか跳6ペソ9で救入さ札たものは一案もな<
 員～う霜本流=左頼断している呪/0へ跳/6て嵐入乏机たものカ“一;巖にコ合取されている

 華.ス㌶5'で披入し夫ものがI一番1漂流豆度が速い事なピカ・ら者へて員期に於ける貢

 踊本流は種ケ島屋久島附並を中心ヒし榎角海成1こ於ける当黒潔の票方に其の向互変へ

 る地魚は九州南岸。1=族岸し書画一のコ重度わ箱急梵受向をしていたのでは減一介ヒ者へら

 机;る.

 2.奄美大島・血海に於ける黒潮瓦流11二つし、て

 尽朗に技入された瓶は大畠以南に南下菰去した毛のが非常ヒ君く特に29年ノノ目

 へ30字3月丘に攻入さ帆たのは大郭分が該地方で数量も例年に叱へ矛く藻着してし1

 ろ(ん似4参興)

 又例年は該地方で拾取さ汎フ…二ものが麺笑大島反蕃界名乗語圭≠の方が面竜鼻よリ自立っ

 ていたがI本手度(29軍ノノ目～30竿3月)は西海岸に漂着してLlるのか一琴い又当1

 方面に渓流・した瓶の藍度を雫方潔流の還掌1乙南下。箪度ヒ1二分析し・て覧引と(流路』弐
 一'応直報■二流れたもの』買.なし)東へは6厘/日内外南下毘度は2・一3浬/日内外ヒ

 なる.従って南下の里度は大1{友李師爪」(よるわの互老権一す1れ1才2望ノ日以■この豆さか'

 想候さ机る.

 次に沈//へ財!6の柔のも伽ま一た九蒐に流去し沈・}.㌻そ9の西方当りカ・ら黒潮

 東流め為汚向セ南に乗るめてはないカ'ヒ豆ふ琴が岩へら机ろ

 以上め事介ら全方面〃黒潮は27^一2汐手は奄ミ美大:島甲寸立亡に按岩していた病莫め反涼し

 も大部分大島東岸悪政が発逗した嵩捨取も東岸プチ面岸よリ麦く系の歎蔓も乗方洋上1=

 ,航したものが香く才含敢七29年に叱しケかったかI2ヲ争・翼美胃頃から末流が一両偏した

 甑調万に雅勅形成さ札秩って本竿度は面的織の:勝取があったψと想像
 三帆る.又この事は2マ竿冬期に於1プる景帰蕎浮気象台の全万I面に於けろ海洋観一別竜一

 果とも一致してし1る.

 又漸並した族に累朝本流域ヒ層へる蛯ノ5附並の海艇瓶が冬期1こ於ける李前民によ

 1粥喜ばかリによるものては<ヵ・・る経路石たヒる毛のヒ芳へる事が一山柔る瓜らば東

 支那義に於ける箱権実の株取(長崎水式〕又全万百グ)人韓の出現楚莫大島丸方の室1島
 近海の・に嚢葦の忠現1x2戸し司虞カ・ら萱柔大冒妃部乗岸乃堂刺オ立下片並で窯等さ札でいる
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 一'傭5～伽φ。鵬詳ヒ_勘灸が1」か鯛さ収ない事もない.
肌4

 奄美大島以南の海流畝涙老禾
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