
 §漁場開発調査

 不県周辺の底魚類・エビ類の生息分布を明らかにし,漁場の総合開発をはかり,これらの資
 源を高度利用に供するとともに漁場・資源の管理面にも積極的に進める目的である。

 左拾,海底調査の結果に基づく漁業用海底図を利用し,今年厨は大隅東部海域を主体にし,

 平坦を海域は底びき網■天然礁1ぱ立縄式延縄・タル流し釣によって分布調査を左しね

 I底びき網による調査

1.使用船舶

 漁業調査船さつ友ん(鋼)116.57屯

 ・お拾すみ(榊)37.58屯

2.使用漁具

 トロール網(6枚型)…・・・…さつ友ん

 かけまわし網…・・…・……・・・…拾拾すみ

3.調査日,海域

 。「さつ左ん」による調査

航海次調

1次

2次

査臼

昭和47年
 12月5日～12月21日
日48年

 3月14日～ 3月22日

目的

分布

520馬力

 2ア0馬力

海域

大隅東部
面睦

 。「お倫すみ」による調査

航海次調

1次

2次

査日

昭和47年
 7月2日～

 7月29日へ

3次
9月  3日～

 フ月9日

8月8日

9月10日

目的

分布

海一1二
 大隅東部カ帽わし網

経過機碧

資料1

"2

"3

 4.主を調査項目

 111底魚類の分布調査

 121・生物調査

 結果券よび考察については昭和44年度～4ア年熔を一括して発表する。

5.担当者

 企画・総括竹下克一

一調査徳留陽一郎

 ■97一



図1-3  さつなん(12月〕の調査地
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図1-4  さつなん(3月)の調査地

鹿
児
島
湾

大
隅
半
島

志布志

内
之
浦 火崎

観音崎

佐多岬

都井岬

 数字は調査番号



図1-1 おおすみ
 ア月
8月
9月

 の調査地
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図1-2  さつなん(12月)の調査地
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 標識放流の実施状況
マダイ

     海区放流月日位置標識番号体長(㎜)

     西蔭12.1531-41.5N     130-04.1E8アO407
     "1"31-34.8N     130-06.4E944330
     """ア08349

     """866319

     〃""861350

     """869

     """9ア5278

     〃〃"862400

     〃"〃879312

     〃""863313

     "〃〃8ア7343

     ''""864532

     〃''〃873418

     〃〃〃872318

     ''""8ア5405

     """871406

     ''""95ア44ア

     〃""946420

     ""〃ア09415

     〃""867385

     """gI52349

     〃"〃987468

     "〃〃864304

     "31-31,ON     "130-08.1E932413
     """92ア435
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キダイ

     海区放流月日位置標識番号体長(伽)

       西薩12.1531-41,5N         130-04.1E980235

         ""31`34.8N
         130-06.4E9ア4296

         """960289

         ""31-31.ON
         130-08.OE935234

 標識票はいずれもガウス式(赤色)一
 (鹿本試m)

 底魚類の分布調査記録表

 1「拾呑すみ」による分  第1次昭和4ア年7月

 第2次・8月

 第3次・9月

大隅東部海域

 2.「さつなん」による分  第1次昭和4フ年12月

第2次昭利48年3月

 大隅東部・西薩海域

大隅東部海域
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資料1  (おおすみ)昭和47年7月1第1次航)

        ＼一響123456
        調査日ア/2''〃"ア/3〃

        調査時06～0809～12～14～06へ08～

        31-00.231-01.031-02.331-01.631i04.031-04.8
        始

        130-44.9130-49.O130-48.2130-4ア.1130-50.8130-53.4
        位置

        終

        曳網距離τ浬)

        曳網時倒(分)45目545454545
        '一

        水深(m)

        底質砂,貝殻石ややあり砂,貝殻砂,石砂,小石

        マタIイ

        チターイ(1)O.13(2)0.2口(1)O.0ア

        大

        申

        キダイ
        小

        シ'{(1)口.09

        アマダイ

        イボダイ

        アカイサキ

        エソ類(3)0.58(3)0.ア8(4)0.98(1)0.26(1)0.30

        アカムツ

        ク目ムツ

        ヨ回イイタチウオ

        ホウボウ(13,2.90(5)1.50(6)1.24(29)6.42(1)O.20

        カナガシラr2箱)2ア.60rア箱)8ア.ア0(2箱)25.50(16〕0.80(8)0.24

        マトウダイr1)O.50(2)1.16(1)O.37

        カガミダイ

        チカメキントキ(1)0.40

        キントキダイ

        オオメハタ

        チヨセンバカマ

        ツボグイ

        ニザダイ

`104一



単位1切(  )内ば尾数

           iア891011121314

           "ア/4←"〃""ア/6"
           11～06へ08～11～13～16～08～11～

           31-05.830-58.ア30-5ア.830-59.730-58.530-59.630-59.831-01.2

           130-57.8130-54.O130-56.4130-56.る131-00.2131-03.5131-09.1131-08.O

           一

           5545454545454545
           ■I-o■

           一'1

           砂,貝殻砂,サンゴ礁砂サンゴ礁石砂、貝殻貝殻I石貝殻瀬

           (1)1.25(1)1.25(1)0.64(1)0.19

           (5)0.89(5)O.40

           (10)5.lO(4)1.90(1)0.39(6)2.80(6)3.3ア

           (6)1.50(3)0.ア8(19)4.80(8)2.30

           (2)0.20(11)1.18(19)2.03(8)1.05

           (9)0.61(1)0.01r4)0.31て3)0.11

           一''L一

           (1)0.25(1)0.50(1)0.22

           C59)2.88

           ●

           (ア)5.10(4)2.36(4)2.36C2)0.99
           ■'一一一

           で1)0.56(2)0.5ア

           一

           (1)o.ア9(1)0.51
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       123456
       、

       カワビシヤ

       アラ(スケソ)

       アヤメカザコ

       カサゴ類

       ヒメジ(5)0.20(21)O.ア3(15)O.44(6)0.14(1)O.02

       ヒメ

       ギンメタIイ

       ヒメダイ

       タマガシラ(8)0.93(1)O.09

       クルマダイ(1)0.06

       二.ギIス(73)O.30

       ネズミギスr8)1.30(2)0.26(2)0.21

       オオニ。..べ

       ニベ

       ベラ類(30)2.84

       一アソス

       カゴカキタ'イ

       クラカケギヌ

       カィワリ(21)0.26(2ア)0,11(27)0.20(8ア)0.41(16)O.08

       カワハギ類(2)0.30(3)0.151妻111星1(13)1-60
       一・一`

       ハゼ類

       タチウオ

       カマスr1)O.14

       マアジ

       ムロアジ類(37)4.69

       サパ

       フグ類

       アニ/コウC1,0.71(1)0.36

       タコ類

       メイタカレイ

       その他カレイ(15)1.80(4)0.36

       ヒラメ類(5)0.06(1)0.04(4)O.07(6)0.05(18)0.31

       ツノザ.メ
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(15)0.60

(1)0.15

(9)1.19

(30)1.44

(1)0.14

(2)O.20

(14)26.69

(1)0,21

(6)0.40

(5)0.26

(7)1.ア3

(3)O,46

(26)2.24

10

(4)O.22

(5)O.66

(1)O.08

(7)1.26

(33)2.68

11

(4)O.23

 (4)O一ア5

f5)0.82

ω0.70

r94)ア.51

12

(15)1.アO

(ア)0.42

13

て2)O.08

(1)0.11

(33)4.40

(31)2.10

14

(1)O.24

(6)O.55

(1)1-13

C9)0.12

(1)0.15

(5)0.46

(1)0.25

(16)O.55

(64)3.10

(ア)0.36

(18)3-00

(9)0.44

(7)1.44

(17)O.38

(7)1,05

(2)O.11

(3)0.63

C1)O.03 f5)O.14

(1)0.20 (1)0.15
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       123456

       ホシザメ(7)8-30

       その他サメ

       エイ類

       ケ:/サキィカ

       バカイカ(11)0.18

       コウイカ(1)0.05(9)O.21(1)O-02(9)0.48(1)0.02(2)O.05

       その他イカ(1)0.03(161)5.18(238)3.01

       フトミゾェビ

       ヒゲナガェビ

       ウチワエビI(1)O.12

       その他エビ

       その他(ア)0.92(13)2.51(6)0.51(8)2.46C5)8.70

       備

       考
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        ア891011121514

        (1)1.75(2)O.85(10)14-50(10)12.90(4)7.30

        (1)0.08

        (10)0.09C20)1.66(1)0.19(2)0.09(1)O.13て↑)0.57(6)0.ア1C1)O.23(1)0.24(2)0.02
        (5)0.58(21)14.ア5`3)2,80r3)`3)0.45(2)1.03

        ●
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        15161ア181920

        調査日7/67/7"""7/8

        調査時13～10～12～14～16～○ア～

        30-59.830-59.O31-00.631-01.631-OO.831-00.7
        始

        131-09.9131-02.2131-OO.ア131-03.4131-05.O131-11.4
        位置

        終

        曳網距離(浬)

        曳網時間(分)454545454545

        水深(m)

        底質貝殻石,貝殻石,貝殻石,貝殻石.貝殻貝殻、石

        マダイ(3)249

        チダイ(8)0.アア(1)O.09f1)0.09

        犬(6)2-50(11)3.80(2)0.84(9)3.65

        申(1)0.24(14)2-10(3)O.65(3)0.54
        キタ.イ

        小(15)1.15(2)0.1ア(14)1.11

        シバ(1)O.02(2)0.10

        アマダイ

        イボダイ

        7カィサキ

        エソ類(1)O.15

        1アカムツ

        ク回ムツ

        ヨ回イイタチウオ

        ホウボ・ウ(6〕1.ア5

        カナガシラ1(1)O.03
        マトウダイ(1)0-61

        カガミダイ

        チカメキント=キ(1)O.24

        キントキダイ

        オオメハタ

        チヨセンバカマ

        ツボタ.イ

        ニザタ'イ
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       2122232司252る総計

       ア/8"ア/9"""

       10～13～05～○ア～09～

       31-OO.731-02.830-59.431-OO,631-OO,630-56,4

       131-14.6131-12.3130-52.4130-55.3130`58.2130・55.0

       454545

       貝殻,石貝殻.石石石石.貝殻瀬
       ■一I

       (1)O.70(8)6.52

       (12)1.81(1)O.19(3ア)4.64

       (6)2.92(5)2.57(10)4.93(ア6)34.7ア

       (5)1,39`3)O.52(65)14.82

       (5)O-46(2)O.1ア(78)7.52

       (3)0.12(24)1.37

       網

       大

       (3)1.04(1)0.39(1ア)4.48

       _破

       (10)2.55(1)0.26(74)1λア9

       (84)14今75
       ■

       (1)O.90(1)O.92(24)152ア

       (lO)5,38(29)9.85(44)1ア.O

       (1)0.66(1)O.14(4)2.10一

 一j11一



       151617181920

       カワビンヤ

       アラ(スケソ)

       アヤメカザコ

       カサゴ類(2)0.18f1)0.07(1)O.0ア

       ヒメジ

       ヒメ(1)O.02(1)0.04

       ギンメタ'イ

       ヒメダイ

       タマガンラ

       クルマダイ(2)O.32(3)0.32

       ニギス

       ネズミギス(11)1.50(24)3.15(3)0.81(16)1,25(39)5.60

       オオニベ

       ニベ

       ベラ類r24)2.31r16)1.52(ア)0.33

       一アソス

       カゴカキタ.イ

       クラカケギヌ

       カイワリ(13)O.53(24)1.24て9)0.60(2)O.13(12)0.ア8(34)1.39

       カワハギ類r44〕4.20(17)2.62(3)0.55(1)0.04(4)O.58(32)4.47

       ハゼ類

       タチウオ

       カマス

       マ7ジ

       ムロ了ジ類

       サバ

       フグ類

       アンコウ(1)0.66

       タコ類(2)0.05

       メイタカレイ

       その他カレイ(1)0.10`1)O;116

       ヒラメ類

       ツノザメ
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       212223242526総計

       (1)O.24

       (5)0.17(3)0.2アr22)2.16

       (12)0.48(7ア)2.69

       (1)0.0ア(ア5)4.00(18)1.05(140)7.47

       (10)1.65(1)0.22(35)4.ア0

       (3)1.00(23)4.44

       (ア3)O.30

       (72)11.30(22)3.65(2)0.24r7)1.60(2)0.38(2ア5)40.12

       (目1)3.60(19)2.08(5)0.58G53)55.45

       r1)0.18(1)0.72(3)2.03

       (10)1.20(2)0.29(12)1.49

       (26)1.88(5)0.24(1)0.08(3)0.08(6)0.226フ⑤.10・65
       `8)1.30C1)O.18(81)8.20(149)8.15(43)2.4961②45.アア

       (1)0.14

       (37)4.69

       (1)0.55(4)2128

       (8)0.22

       (1)O.15(1)O.13(1)O.12(26)3.17

       f34)0.53

       ■

一113一



       151617181920

       ホツザメ(2)O.86(6)6.10一(1アー一〇.6ア(2)一2.10(39)52.80

       その他サメ

       エイ類

       ケンサキイ孝

       バカイカ

       コウイ.カ(1)O.22(1)0,02(3)0.08

       その他イカ(2)O.25(1)O.15(2)0.14

       フトミソ'エビ

       ヒゲナカーエビ

       ウチワ平ビー(1)O.14(1)O.16

       その他エピ

       その他(1)0.42(1)0.81(2)0.20

       備

       考

 一114・



       212223.242526総計

       (82)38.20(11)6,65(28)30.00(8)8.3001⑤191.28

       (12)0.26

       (9)1.ア1(2)O.09(4)0.12(2)0.03(6ア)4.71

       (1)0.03⑭2乃10.68

       (1)O.17(2)0.25(8)1.27

       (1)0.63C81)36.アア

       ■I一一.''

       ●
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資料2  {おおすみ)昭和47年8月(第2次航)

 ∴・

        123456

        調査目ア/29"""7/30"

        調査時07～10～13～15～06～08～

        31-07.531-09.431-11.631-18.231-15.831-16.4
        始

        131-00.5131-03.8131-08.7131-13.5131-13.6131-10.4
        位置

        終

        ■一

        曳紬距離(浬)

        曳網時間(分)50

        水深(m)

        底質砂.小石砂,小石泥泥泥泥

        マダイ

        チダイC1)0.12

        大

        中涜友
        キダイ

        小

        ∴・(43)0.70
        o-o

        アマダイr8)0.50一しし

        イボダイ

        了カイサキ

        エソ類一(26)3.83(ア)O.53(8)0.66(25)3.2

        7カムツ
        一一'

        ク目ムツ

        ヨロイイタチウオ

        ホウボウ(3)0.45(1)0.14て1,0.10

        カナカシラ(61,3.0(64)1.05(33)2.7

        ■

        マトウクーイC1,0.50

        カガミダイ

        チカメキントキ

        キントキダイ

        オオメハタ

        チヨセンバカマ

        ツボタ.イ

        ニザダイ
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大隅東部域単位:畑`  )内ば尾数

11～

31-18.4

131-28.3

(1)0.38

(2)0.2ア

(3)0.45

(9フ)2.8

(25)14.ア

14～

31-16.2

131-33.2

細砂

(2)0.45

(5)2.3ア

ア/31

07～

31-14.3

131-11.2

細砂

(1)O.09

(1)0.02

(ア)0.96

(32)1.90

(3)0.29

で35)0.69

(3)O.84

r1)0.15

10

10～

31-09.6

131-08.8

砂,小石

C15)1.33

r4)0.アO

(15)0.ア4

11

12～

31-10.8

131-10.6

細砂

(161)3.0

(3)0.45

(19)0.43

(6)1.19

12

14～

31-12.7

131-12.6

細砂

(4)

(6、

(17)

(41)

2.95

1.50

1.40

0.96

(5)0.63

(ア5)1.12

C2)1.2ア

13

8/2

09～

31-10.8

131-14.2

細砂

(1)0.40

C13)0.38

(8)1.51

 (13〕O.42

(1〕0.66
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       12345'6

       カワビシヤ

       アラrスケソ)

       アヤメカザコ

       カサゴ類

       ヒメジ(7)0.25(40)1.12

       ヒメ
       ■

       キニ/メダーイ

       ヒメダーイ

       タマガンラ(1)0.08

       クルマタ.イ

       ニギス

       ネズミギス

       オオニベ

       二.べ(3)1.25

       ベラ類

       'アンヌ

       カゴカキダイ

       クラカケギヌ

       カイワリ(7)0.06(3)0.10(5)0.05

       カワ^ギ類r1)0,13(3)O.16

       ^ゼ類

       タチウオ

       カマス

       マ7ジ

       ムロ了ジ類

       サパ

       7グ類

       アンコウ

       タコ類(1)0.22一

       メイタカレイ

       その他カレイC8)2.20

       ヒラメ領(2)0.03(5,O.14(350)7,80
       ツノザメ
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       789101112一13

       (25)0.ア0(9)O.22(2)0.05

       (3)0.13

     
  

、

       (159)6.3

       (1)0.11(1)0.11`2).0.23

       (200)1-3(150)1.05

       (1)O.13

       r12)0-32

       (36)1.70(19)1.01(6)O.08(16)0.08

       (4)0.32(3)0.49(1)O.25(20)1.10(6)O.44(18)1.OO

       (1〕0.36(4)3.10

       (3)1.45`1)0-20

       て3,0.30rl)O.06(1)0-10(56)1.3

       (27)O,88(71,1.50(22)O.34(4)3.3

       (7)O.30(5)0.95(58)1.15
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 ㌦＼
ホシザメ

 その他サメ

 エイ類

ケノサキイカ

バカイカ

コウイカ

 その他イガ

フトミゾェビ

 ヒゲナガ圧ビ

ウチワェビ

 その他エピ

キィトヨリ

ソコイトヨリ

 その他

(2)0.03

(16)0.ア7

(5)1.22

(5,0.10

(28)1.40

(2)0.23

(2)0.85

`6)0.51

(24)1.4ア

rr0)1,70

(ハ

(69)1.81

(17)0.56

(19)0-39

(150)2.85

(76)3.08

備

考
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       78910.111213

       '

       (2)0.61

       (12)0.63(2)0.08(75)1.43(6)口.14(8)O-45(26,0.24

       (4)0.26(1)O.14(44)1.93(33)2.53(82)4.0520①13.42

       (1)0.09

       (13)1.ア5(3)0.11(21)2.ア(8)O.94(6)0.86

       (182)3.O(21)0.11

       (9)0.73(79)9.04`101,3.12(49)4.35(3)0.35C14)1.lO(29)2.16

       ●

一121一



        1415,16171819

        調査日8/28/28/3"""

        調査時11～14～06～08～10～12～

        31-00.O31-12.531-09.631-11.831-11.931-14.0
        始

        131-17.4131-1ア.6131.21.2131-24.4131-21.0131-23.6
        位置一

        終

        曳網距離(浬)

        曳網時間(分)

        7k深(m)

        広一頁砂砂砂,小石砂砂

        マダイ

        チダイ

        大一て2)0.98r2)0.81(2)0.85

        中1(4)0.79        キダイ(2)0.47
        小(34〕2.8ア(5)0.50(4)0.49(1)O.12

        ン'{(10)0.43(1)0.03
        一一

        アマダイ

        イボダイ右

 
       

一

        了カィサキ

        エソ歯(1)O.18(1)0.30
        アカムツ

        クロムツし

        白ロイイタチウオ

        ホウボウ(2)0.90(11)2.2

        カナガシラ(22)0.ア0(5)0.42r6,0.30(4)0.12

        マトウダイ(5,2.アO(9〕5.O(10)5.25r10)5.10rf2)7.35

        カガミタ.イ

        チカメキントキ

        キントキクーイ

        オオメハタ

        チヨセンバカマ

        .ツポタIイ

        ニザダイ

 一122・



       20212223242526

       ""8/4.〃""8/5

       14～1ア～08～10～12～15～05～

       31-14.0131-20.O31-14.2131-15.431-11.1131-2ア.331-13.4131-2ア.031-15.6131-2ア.531-15.9131-24.031-09.8131-24.ア

       一

       一一・'

       細砂砂.小石砂砂,小石

  
     

r1)0.3ア(32)2.60(フ8)2.00
       庄(3)0.63r2)0.30た

       (1)0.10r1)O.14(1)0.29

       しし

       (4)1.60(1)0,084.50(12)ア.20(6)O.36(2,1.42(1)1.16(3)0.70(18)∬5

   
    

一

一123一



       1415161ア1819

       カワビシヤ

       アラ(スケソ)

       アヤメカザコ

       カサゴ類

       ヒメジ(25)0.95(1)0.05

       ヒメ

       ギンメダイ

       ヒメダイ在

       タマガシラ

       クルマダイ

       ニギス

       ネズミギスし

       オオニベ

       二べ

       ベラ類

       一アノス

       カゴカキダイ

       クラカケギス
       ■

       カイワリで25)0.98(3)0.14(3)O-39

       カワハギー類(3フ、2.i0(1ア)1.34(2)0.13(8)0.6ア

       ハゼ類

       タチウオ

       カマス

       マアジ

       ムロアジ類

       ●

       サパ

       フグ類

       了ンコゥ

       タコ類

       メイタガレーイ(8)O.66`1)0.05r2)0.11

       その他カレイ(26)0.87`2)0.10

       :ヒラメ揮(5)0.24
       ツノザメ

一124一



       「20212223242526

       (2)0.06

       を珪

       しし

       ●

       (23)0.24

       (200)30.O(1)0.23(1)0.30

       ●

       r101)1.2(1)O.07C10)0.60

「

一125一



       ＼1415161ア1819
       赤シザメ(1)O.65

       そ.の他サメ

       エイ類

       ケンサキイカ左

       バカイカ

       コウイカ(13)3.10(5)O.06(6)0.12(6)O.26

       その他イカ(3)0.25

       フトミゾエビし

       ヒゲナガェピ

       ウチワエビ(3)O.45(7)0.80(4)0.20

       その他エビ

       キイトヨリ

       ソコイトヨリ

       その他(39)3.32(4)0.42r3)0.21

       備

       考

一126`



       20212223242526.

       ・1..

       (6)5,6(2)0.60

       左左

       `1)α06(1)0.09(2)O.12

       し(ア1)6,5(6)0.81し
       '

       `101)5.03

 ・127一



        272829303132

        調査日8/5〃"8/6"8/ア
        一''一一

        調査時08～10～12～06へ11～06～

        31-0フ.431-10.031-13.931-15.ア
        始
        131-25.6131-27.O131-30.0131-30.ア

        位置

        終

        曳縄距離(浬)

        曳網時帖1(分)

        水深(m)
        ■'一一

        '皿

        底質砂,小石砂,小石砂砂細砂

        マターイ

        チダイ
        ○山'.一■一

        1(1)0.ア8
        申申を

        キダイ

        小

        ツバ

        了マダイ

        イボタ'イ止し

        アカィサキ

        エソ類

        了カムツ(32)9.1

        クロムツ

        ヨロイイタチウオ(3)0.95

        ホウボウC2)0-93(3)1.50

        カナガシラで64)2.00(6)0.25rr)0.03C4)0.70●

        マトウダイr2)0.12(3)0.24(16)14.06(4)0.87

        カガミダイ

        チカメキントキ

        キントキダイ

        オ.オメハタ(41)0.20

        チョセ;/バカマ(1)O.0ア(1)0.20

        ツボタ.イ

        ニザダイ

一128一



      F

      3313435△口計

      〃"8/8

      08～12～05～

      31-15.231-1ア.331-16.2

      131-32.5131-33.1131-20.8

      一■■

      一一一一■'.o一I一''

      'I

    細砂泥砂

      r1)0.12
      '一凹。一

      (1)0.44(何)7.58

      (13)3.14

      (51)4.4(147)12.74

      (21)O.ア5r369)8.27

      (9)2.2(2ア)4.29

      (13⑤15.35

      (1)0.63(33)9.73

      (2)0.45

      (1)0.49(11)3.49

      で34)7.99

      (1)o.09(2)0.30(30)0.6663)23.32

      (3)2.86C5)2.58(28)13.41㈹1)96.4

      rl)0.06で2)0.21

      r5)O.19f52)1.4C98)1.79

      C2)0.2ア

一129一



       272829303132

       カワビシヤ

       アラ(スケソ)

       7ヤメカザコ

       カサゴ類

       ヒメジ

       ヒメ`2)0.17

       キンメダイ

       ヒメダイ

       タマガシラ

       クルマダイ

       ニギヌ(306)2.45

       ネズミギス

       オオニベ申を

       二べ

       ベラ類一

       一アソス

       カゴカキダイ止し

       クラカケギス

       カイワリ

       カワハギ類(1)0.13

       ハギ類

       タチウオ

       カマス

       マ了ジr1)O.24

       ムロ了ジ掘

       ■

       サパ

       フグ類

       了ンコウ

       タコ類

       メイタカレイ

       その他カレイ

       ヒラメ類

       ツノザメ(70)39.0

一130一



    333435合計

    (111)3.40

    (6)0.24(lll)3.3(5)0.30(276)9.84(1)O.08(4)0.45
    (6)0.1ア(662)4.97(3)1.25

    (10)0.13(1)0.13(寸2)0.32`15⑤4.96

    (118)6.35幽1)45.14(1)0.24
    C5)3.46

    (6)0.19r5)1.87(ア2)2.58(1⑩6.2265①12.6ア(70)39.0
一131一



       272829303132

       ホシザメ

       その他サメ

       エイ類

       ケンサキイカ

       バカイカ中た

       コウイカ(4)0.15C9)0.56(5)O.41(6)0.76

       その他イカ○       (1)0.11(2)0.22(1)0.14

       フトミゾェビ止し

       ヒゲナガ];ビ

       ウチワエビI(1)O.20(1)0.11

       その他エビ(9)0.02

       キイトヨリ

       ンコイトヨリ

       その他(10)0.ア1

       備

       ●

       考

 一132■



33

(2)0.51

(1)0.41

(4)0.06

(19)0.37

(11)1.03

34

(111)0.93

(34)4.99

35

(19)1.69

(4)0.40

(5)0.22

合計

(1)O.65

r8)6.20

`4)1.12

(27)10.18

{549,35.36

(1)0.09

r4)0.06

C89)11.26

`496)ア.28

(5)O.22

(639,44.15

 一133・



資料3  (おおすみ)昭和47年9月(第3次航)

        1234,56

        調査日9/39/49/5"9/9ユ"

        調査時

        30-58.531-00.131-08.831-11,631-14.931-13.4
        始

        130-57.6130-53.3131'01.ア131-06.0131-13.0131-10.6
        位置

        終

        曳網距離(浬)

        曳網時間(分)

        水深(m)

        底質抄,石細砂泥

        マダイ(2)1.83

        チダイ
        .'■■

        大(6)3.50(1)0.92

        中(8)2.16破
        キタ.イ

        小(5)0.77(5)O.56(10)0.93

        シバ(1)0.05(60)1.63

        アマダイ(4)0.66(2)0.08

        イボダイ網

        アカイサキ

        エソ類(21)3.55(6)0.67

        アカムツ

        クロムツ

        ヨロイイタチウオ

        ホウボウ`3)O.35(1)0.10

        カナガシラr1)O.08`3)0.10r7)0.45鮎①2ア.アO

        マトウダイ「2)0.65。(5)2.02(5)1.35衛)1.55

        カガミダイ

        チカメキントキC1)022

        キントキダイ

        オオメ'・タ

        チヨセンバカマ

        ツボダイ

        ニザタIイ

一134一



大隅東部域 単位:佃(  )内は尾数

       789101112合.計

       ""9/10〃""

       31-11.831-10.531-14.831-12.531-10.531-10.4

       131-10.6131-08.O131-18.0131-15.6131-15.0一・131-11.1

       一^

       細砂砂砂砂,貝殻砂,貝殻I・」石

       '(2)1.83

       (1)0.10(1)O.10

       (14)7.フ0(3)1-70(24)13.82

       (28)ア.90(2)0.73(38)10.ア9

       (98)9.ア0(23)1.フ0(4)0.35(1句14.01

       (125)2.78(1)0.02(10ア)6.10(2)0.05ρg⑤10.63

       (24)9.20(30〕9.94

       (4)0.36(9)1.39r21)1.5ア(2)1.33(63)8.8ア

       .一

       (1)0.20(2)0.26`2).O.22(5〕0.フ0(2)O.65(16)2.48

       (18)0.477,30(45)1.03`18)0.90(1)0.0262338.05

       (14)8.60r8)6.10(14)6.40(34〕17.18(9)6.00f2)0.6ア(96)50.ξ2

       (3)0.18(4)O.40・

一135一



 1その戸)

       123456

       カワピンヤ

       アラ(スケソ)(1)0.フ3

       アヤメカサゴ

       カサゴ類一(2)0.39

       ヒメジ(5)0.14(1ア)0.52

       ヒメ(13)0.ア1

       キンメダイ破
       ヒメダイ

       タマガシラ`4)0.55(1)0.08

       クルマダイ(4)0.ア2C2)0.16(2)0.25

       ニギス

       ネズミギス(10)1.25
       網

       オオニベ

       ニベ

       ベラ類(16)1.33

       一アソス(4)2.30

       カゴカ=キダイ・(1)0.10

       クラカーケギス■

 
      
!

       カイiワリ(28〕0.81C1)0.02(8)O.43(2)O.08(91)2.50

       カワ^ギ類(8)1.50(4)0.23

       ハ1七類

       タチーウオ1C1)0.25

       カマス(1).0.20

       マ7ジCハ0.08

       ムロアジ類(1)0.04

       サパ

       フグ類'

 
      
1

       アン.コウ
       1!

       タ『類(1)O.16(1,0.37て2)0.34

       メイタ1カレイ

       その他1カレイ(15)O.31

       ヒラメ類

       ツノ…ザメ

一136一



       ア89.101112合計

       (2)0.05(22)0.65Cl)0.18(1)0.03f148)5.00(4)0.18(1)O.73C3)0.5アr199)6.57
       (1)0.10(13)O.71(5)0.63r9)1.23

       (1)O.09r10,1.25(16〕1.33
       (15)0.41(46)2.32(4)0.05て3)0.12r12)0.18(13)0.41⑭50)21.00(29)0.5514.30(ア)0.21(16,1.11r4)2.30`1,0.10010)5.6562η40.58

       (1)0.25(1)0.20(1)O.08(1)0・04.

       C1)0.16`2)0.25で1)0.25て5)O.26`2)0.15(8)1.53(5)0.41

       (書6〕O・67(13〕0.42(108,2.アアC25)0.ア5(28)4.50C3)0.09(190)5.01(28)4・50一
 一13アi



(その3)

       123456

       ホシザメ

       その他サメ

       エイ類

       ケンサキイカ破

       バカイカ(1)O.24一
       ,

       コウイカ(21)2.43(21)O.23(10)0.14(40)0.8ア

       その他イカ網(190)3.0ア(140)6.41(81)5.54(65)3.68

       フトミソ.エビ

       ヒゲナガェビ

       スジエビ

       ウチワエビ(3)0.37(4)0.51

       その他エビ(23)0.14

       その他(2)O.15(2)0.30(4)1.50

       合計(13③22.08(195〕3.64011)13.アア(1例11.アOσ5動42.82

       備

       ̀

       考

一138一



(15)2.59

(18)1.58

(4)0.48

(5)0.81

τ22)2.96

(1)0.03

(2)O.26

(7)0.60 (12)0.ア5

10

(6ア)7,89

(8)0.24

(14)2.OO

(28)1.87

11

(1)1.00

(44)8.43

(5)O.29

(8)1.20

(34〕2.45

12

(73)1.27

(3)0.10

(1)O.15

(2)O.19

合計

r1)1.00

(221)23.14

 rl)一〇.24

(12乃5.91

 ⑭7③18。アO

(36)4.97

(23)O.14

r96)8.62

(2殉21.58 (96)2口.48 (206)42.17 (929)65.18 {369)50.51 (11a3.99 (345ミ)297.92

一139一



資料4  (さつなん)昭和47年12月(第1次航,  (その1一リ

       ＼12345
       調査日12/5""12/6"

       調査時0ア～0910～1215～1ア08～1010～11

       始30-58.ア31-02,430-5ア.531-00.231-03.8
       130-54.2131-06.1       位置131-01.2130-51.7131-01.O
       31-00.931-06.031-01.0       終31-02.831-05.5
       131-01.0131-10.8131'06.2130-57.8131-06.6

       曳網距離(浬)6.25.45.85.85.2

       曳網時間(分)90アア9190

       7k深(m)102～98100～110110～102100～9295～

       底質

       マダイ(1)0.85(3)2.88

       チダイ(1)0.20

       大(6)2.50(2)O.47(6)3.10(1)0.63

       キダイ申(4)1.20(1)O.18(5)・1.05
       小(10)1.05(4,0.39(1)0.23

       シバ

       アマダイ

       イボダイ

       アカイサキ(10①41.10

       エソ類(5)1.22(1)O.17

       アカムツ

       ク目ムツ

       ヨロイイタチウオ

       ホウボウC2)O.62rl)0.35rl)0.28

       カナガシラ

       マトウダイ(1)0.43(3)5.60(1)0.96`2)1.08●

       カガミダイ

       チカメキント'キ(17)9.30で5)2.35(13)7.00

       キントキダイ(9)1.18(1)0.14(16)2.20

       オオメ^.タ

       チヨセンバカマ

       ツボタ.イ(1)O.95(1)0.23

       ニザダイ

`140一



大隅東部,西藤域 単位:切`  〉内は尾数

      6ア891011

      "〃"12/ア""

      12～1415～1フ17～1908～1011～1314～16

      31-08.031-17,431-13.230-58.O31-00.130-59.ア

      131-11.1131-1ア.2131-11.8131-10.8131-06.4131-10.6

      31-10.ア31-14.231-09.831-00031-03.631-03.5

      131-1ア.0131-13.2131-07.81弓1-17.3131-10.ア131-12.7
      ̀■一

      5.84.84.86.05.24.1

      1009090908060
      一■■一''

      110～130118～114113へ112110～10896～100100～100

      (2)0.58

      (1)0.41

      (2)0.67

      (3)0.30(15)1.80

      (5)0.19r12)0.65

      C3)0.65

      C1)O.73

      (2)O.25C1)0.55(3)1.01C1〕0.30

      (2)1.04

      r2)0.09(10⑤2,60

      (3)2.20(26)22.80(1)1.55(1)O.43

      (2)0.26(1ア)7.30(4)1.60

      (3)一0.36(ア8)6.30f8)1.05(4)O.50

一141`



{その1-2)
      1

      12345

      カワビシ†

      アラ(スケソ)(1)9.90

      アヤメカザコ.(1)0・60

      カサゴ類(4)0.50(6)0.80

      ビーIメジC1)0.07

      ヒメ(3)0.20

      キンメダイ

      ヒメタ'イ

      タマ.ガシラ(3)'0.57(ア)0.95

      クルマダイ(1)0.45(1)0.15

      ニキーヌ

      ネズミギヌ(1)0.24

      オオニベ

      ニベ

      ペラ類(3)一0.21(1)0.08(6)O.54(8)1.63

      'アソス

      カゴカキダイ(1)0.10

      クラカケキース(12〕2.20

      カイワリ(25)3.49(22)1.81(25)4.86(8)2.10(10)0.95

      カワハギ類2,000.0100.0.50.0300.0

      ハゼ類

      タチウオ

      カマヌ`1,0.18

      マ了ジ

      ム目下ジ類`1)0.11(95)8-50

      サバ

      フグ類

      アンコウー

      ターコー類
      メイタカレイrl)0.14

      その他カレイ

      ヒラメ類

      一ツノザメ

二142一



      6ア891011I.

      (8)0.34

      (1)O.15

      (2)O.23

      (67)1.30

      (1)0.12

      (48)5,102,000.0(2ア)1,70(88)5.85`34)4.25(25)3.9010.O(6)0.64
      5,000.0

      (2)0-28(42)2.lO

      (2〕0.16

一143一



1その1-3)

      12345

      ホシザメ(4)5.50f3)2.30

      その他サメ(3)4.10

      エイ類

      ケンサキイカ(2)0.10

      バカイカ(1)0.48(3)1.00(2)o.ア4

      コウイカ(1)0.41(3)O.86

      その他.イカ(1)O,20(1)0.21(1)0.15

      フトミゾエビ

      ヒゲナガェビ

      ウチワエビ

      その他エピ

      キィトヨリ

      ソコイトヨリ

      その他(9)4.20(3)0.0ア(1)0.45

      備

      1

      考

一144一.



      67891011

      (7)10.00

      (1ア)30.30(2)4.30

      (1ア3)4.10

      で3)0.40(2)0.33(1)0.13
      (4)1.25(1)0.28

一145一



1その2-1)

       ＼1.213141516
       調査日12/712/8〃〃"

       調。査.時16～1809～1111～1314～1616～18

       始.31-09.331-18.031-14.631-08.631-13.8
       位置131-19.6131-15.2131-08.9131-08.4131-16.4  

     
一

       31-12.2       終31-14.931-12.431-12・2131-16,8
       131-25.813-1-11.4131-04.4131`13.6・131-20.3

       曳網距離(浬)5.84.64.55.64.4

       曳網時間(分)9090909090

       水深(m)135～1ア4105～104100～90100～116122～138

       底質

       マダイ

       チタ'イ(1)0.08

       3大(1)O.45(1)1.14`1)0.62

       申

       キダイτ3)0.6ア
       小〔5)O.57(1)0.10(62)6.ア0

       ツバ(2)0.13(2)0.06(60)3.00

       .7マタ.イ

       イボダイf13)2.60(10)1.60

       了カィサキ

       エソ類(6)2.45(20)4.22

       了カムツ

       クロムツ

       ヨロイイタチウオ

       ホウボウ(2)0.60(1)0.24

       カナガシラ(54)4.60(11φ11.00(3)0.21

       マト・ウグイ(1)O.89(49)30.05(35)20.70(12,7.42〔5)10.12

       ヵカミタ.イ

       チカメキントキ(2)0.ア0(24,1.50

       キントキダイθ0①63.80(50)6.00(2)0.18一

       オオメハタ.

 
      
,

       チョセンバカマー

       ツボダイ≡

       』ザダイ

 ・146一



      1ア1819202122

      12/9"""一12/10"

      06～0809～1112～1416へ1706～0809～10

      31-11.531-11,131i05.831-10.630・56.430-55.9

      131-18.O131-22.3131-24.8一131-04.5130-59.8131-03.8

      31-16.031-16.031-09.631-09.830-5ア.630・5ア.0

      131・19.8131-21.5131■25.1131-03.1130■59.4131-05.6

      4.84.93.94.72.1

      9090ア540
      '一一一`一

      130～12フ144～134188～1ア6102～104130へ

      ■■■

      (1)0.59(14)5.30

      (1)O.31(1)0.3アf10)2,15

      (16)1.90(9)1.02(4)0.50

      (8)0.41(7)0.48

      (2)0.84(2)O.61で1)O.12

      f1ア)2.15

      C4)O.19(58)3.20

      (1ア)8.60(1ハ5.45

      (60)17.6

      r1)0.36(2)0.31

 ・147一



(その2-2)

      ＼121314.1516
      カワビIシヤ

      了ラ(ヌケソ)

      」7ヤメカザコ

      カサゴ類

      ヒメジ

      ヒ・メ

      キンメダイ

      ヒメタ.イ

      タマガIシラ

      クルマタ'イ

      ニギIス

      ネズミギス

      一オオニiべ(1)1ア.30

      ニベー(ア2)10.50r85)14.10(1)0.30

      ベラ類

      一ア.シス

      カゴカキダイ(1)0.14(1)0.13`1)0.19

      クラカケギス(8)O.85(6)0.40

      カィワリ(9)1.00(6)1.24(28)1.40(30)3.1ア(ア7)5.35

      カワハギ類180.0250.O

      ^ゼ類

      タチウオ

      カマス(1)0.13(1)O.2ア

      マアジ(12①1500(3フ)4.70

      ムロアジ類.(ハO.21

      サ.パ■

      フグ類

      7ンコウ

      タコ類

      メイタガレィC1)0二17。

      その他カレイ(17)O.53

      =ヒラメ類

      ツノザメ

一148一



      171819202122

      (1)0.08

      (35)2.80

      破

      網

      (6)0.80

      (1)0.10

      (33)3.ア9(54)6.30(ア)2.25(2)0.50(2)0.15

      500.0200.O30.0

      (10)2.30

      (2)0.24r4)0.80

      '

      (1)0.70

      (1)0.12

一149一



(その2-3)

      ＼1213141516
      ホシザメ

      ,その他サメ(1ア)30.00

      エイ類

      ケニ・サキーイカ`9)0.44(37)1.202.30(12)0.ア2(30)1.20

      バカイカ(8)3.40f17)5.30(1千)・4.00(8)2-45(29)10.30

      コウイカ(2)0.26(2)0.15

      その他イカ

      フトミゾエピ

      ヒゲナガェピ

      ウチワエビ(34)4.80(4)O.55(1)O.23(52)ア.70

      その他エピ

      キイトヨリ

      ソコイトヨリ(1)0.44

      その他(1)0.80

      備

      脅

一150一



      171819202-122

      (2)2.85(ア)7.90⑭5①200.0

      (1)2.35破

      (23)1.38(30)1.30(98)4.30

      (10)3.50(1)0.42(1)・0-08(1)0.32

      (2)0,26(7)O.54(8)O.95網(2)O.24

      (32)4-80(14)2.00(15乃20・1p`1)O.14

      (3)O.24(6)0.44(1)O.23

      .'一'

      ●

 一151■



1その3-1)

       232425262ア

       調査日12/15."〃''12/1ア

       調査時09～1010～1112～'13～1407～0-9
       31-40.ア31-40.O31-36.631-33.030-44.5

       始
       130-08.7130-05.8130-05.0130-Oア.3130-43.O

       位置
       31-39.931-41.231-35.331-31.O30-39.8

       終
       130-Oア.1130-04.6130-06.0130-08.1130-42.2

       曳網距離(浬)1.61.61.62.14.8

       曳網時間(分)3030254590

       水深(m)66へ8890～92100～9288～78198～181

       底質砂砂.

       マタ.イ(6)6.78

       チタ.イ`2)0.45
       '一`

       大(5)3.50(6)3.50(1)0.65(11)4.30

       申(4)1.20`12)3.30(2)0.85(35)7.00
       キターイ

       小(14)2.30(2)0.42(28)3.50(1ア)3.10C44)4,80

       シバ(19)1.15(3)0.18r58)3.20r86)5.00Cア0,4.20

       了マダイ

       イボダイ(93)14.00(26)3,40で3)0.76

       了カイサキ

       エソ類(7,3.90r12)5.Oア(4,1.30(31)3.78(4、ク.25

       アカムツ

       クロムツ

       ヨロイイタチウオ

       ホウボウ`1)0.2ア(2,0.66

       カナガシラ.(28)2.80(161)11.00(132)9.00`23,1.70㈹④26.00

       マトウダイ(5)3.OO(16)4.40(1〕0.75て12)4.10

       カガミダイ

       チカメキニ/トキ

       キニ/トキダイ1(1O)1,35`2)0,61(14)2.4フ(2)0.30

       ,

       オオメハタ1
       チヨセンバカマ

       ツボダ、イ
       ニザダイ

一152一



      282930313233

      """12/1912/20"

      09～1112～1414～1609～1005～0708～10

      30-39.830`34.730-34.930-14.530-49.530-40.3

      130-44.9130-41.9130`38.4130'39.2130-45.6130-45.5

      30-35.730-30.630-31.330-13.930-41.530-35.8

      130-41.9130-41.1130-37.3130-38,9130-44.8130-44.2

      4.64.23.80.84.54.6
      一'.凹I''■一'山

      909090159090
      ■'一

      1ア0～160164～162176～154ア5～175～1ア6165～152

      (3)3.40

      (2)0.85(2)0.72(1)0.58(2〕1.15

      (49)5.60(13)1.80(14)1.90(7)1.52

      (194)11.10(37)1.60(45)2.60(41)5.20(52)2.55

      (85)3.05(12)0.34(14)1,10(102)5.00(62)1.50

      (4)1.83(2)O.45(2)0.74(1)O.65(31)7.50

      ''

      6.0013.40(2ア①12.30(59,3.00

      (11)7.07(9)6.41(7)5.00(1)0.60(20)13.80(55)28,54

      (5)4.アO

      て1)2.30

      (1)O.84

 ・153一



{その3-2)

      ＼2324252627
      カワビシヤ

      アラ(スケソ)

      7ヤメカ`ザコ

      カサゴ類、い・
      ヒ・メジ(13)O.72(54)130

      ヒーメ.(16)1.65

      キンメダイ

      ヒメタIイ

      タマガシラ

      クルマクーイ

      ニギス

      ネズミギス

      オオニベ

      ニベ

      ベラ類

      一アソス

      カゴカキダイ(4)o.40

      クラカケギス

      カイワリ(15)2.30(11)1.68(28)2.10(70)8.85(13)2.12

      カワハギ類

      一・・ゼ類

      タチウオ(2)O.23

      カマヌ(1)0.30(1)0.10(1)0.16(17)3.20

      マアジ(2ア)2.40

      ムロアジ類f1)O.18

      サ・バ■

      フグ類

      7ンコウ

      タコ類■

      メイタガレィ

      その他カレイ(45〕1.60

      ヒラメ類`26②10,50=4.50

      ツノザメ

,154一



      282930313233

      (1)O.35

      (12)O.プ2(13①4.90(1⑮5.80

      (15)1.05

      (1)O.16'

      (65)8-12(39)5.75(2)0.32(1)O.18f2)O.43(8)O.85(48)6,90

      (79)6.00

      (4)O.50

・155・



(その3-3)

      2324252627

      ホシザメ(3)9.50

      その他サメ(3)4.00fア)4-00

      エイ類

      ケンサキイカ(2)O.41(ア)O.68(11)O.54

      バカイカ(1)0.38

      コウイカ(3)0.53(1)0.15(32)1.70

      その他イカ(30)0。ア0`3)O.75

      フトミゾェピ

      ヒゲナガェビ

      ウチワエビ(34)5.40

      その他エビ

      一キイトヨリ

      ソコイトヨリ

      その他(29)5-41(29)6.49(13)8.29`1)1.70(2)1.16

      備

      考

一156一



      282930313233

      (1)1.50(12)0-3ア(2)52.50(1ア)O.95(44)2.80(5)1.60(8)0.45(2)0.47
      (6)1.50(2)0.33(57)5.20(60〕5.10(14)2.30(3)0-8ア(1)0.16(29)1.99(58)8.00(ア1)5.92(1)0,12

      ●

一157一



(その4-1,

       3435363738

       調査日12/20""""

       調査時10～1111～1314～1617～1・919～21

       30-35.430-35.230-32.9       始3卜35.7一30-43.3
       位置130-45.7130-44.6・130ア47.1130-39.4130-42.O

       終30-33.930-30.930-28.730-41.130-46.O
       130-45,713ト43,5・一3上46・3130i40.6130`44.5

       曳網距離(浬)1.44.5i4.4,5.63.6

       曳網時間(分)2075、909090
       』一

       7k深(m)124～143～12595へ76一176～184200～188

       底質

       マダイ

       チダイ

       犬=(1)0.53(1)0.65

       中

       キダイ(8)1,34(3)1.15
       小一(15)1.35(9)1.50

       ・ソバ(8)O.45

       アマダイ

       イボタ'イ

       .アカイサキ

       一エソ類(2)1-60(2)O.32(24)5.00(6)2.15

       了カムツ

       クロムツ

       ヨロイイタチウオ

       ホウボウ(3)1.50(2)0.50(2)0.60

       カナガツラ(6)0,30(8)O.72(2箱)16・501(42)2.10

       マトウダイ(2)1.10(3)1.62(・1…一(1・)口.15
       カガミダイ

       テカメキントキ

       キyトキダイ.(3)O.70(1)O.57

       オオメハタ

       テヨセンバカマ

       ツボダイ(3)1.20(1)O.60

       ニザダイ

一158一



      39i       40414243合計

      "12/2-1"""
      '・一I

      23～0101～04○卜0911～1314～16
      30-39.O30-35.431二d0、も3τ一14.2'31-10.8

      130-38.O130-36.1130-45.1131-10.1131-04.9

      30-34.730-30.830-591831-13.グ31-Oア.6

      130-37.2130-34.8130-49.0131-14.9131-02.6

      4.44.83.64.53.9

      ■一一一

      9090909070

      190～1ア6186～16562～66100～9094～88

      (2)1.70(15)15-61

      (70)10.91(15)6.79(10)2.36(lO1)21.37

      (23)8.50(4)1.50(93)41.64.

      (41)7.90(5)1.20ρ1③41.36

      (54)5.50(17)1.80¢9961.88

      (30)1.15(32)1.50¢7η32.74

      r9)1.60f15乃24.61

      (101)41.83

      (8)2.74(1)O.32(21)3.19(5)O.79@11)55.32

      (24)5.50(4)1.90(2)0.36(66)16.57

      (42)25,808.30(16)1.00て5)0.47(4)O.20(1ア8フ)162.48

      `7)5.60(11)6.48(6)4,25(77)53.00(7)6.90⑭41)2フ5.ぎ2

      (65)22.30

      ω{.七δ1L一.一斗・・(1)lO.50・(93』)一鮒48
      423.85(36)2.90(l15卵14・46

      一H。一'⊥
      I一一一一

      (ア)3.82

一159一



(その4-2)

      ＼34.35363738

    
  
.

      カワビ・シヤ

      アラ(スケソ)

      アヤメカザコ

      カサゴ類

      ヒメジ(83)2.90(14)0.34

      ヒメ(1)0.12

      キンメダイ

      ヒメダイ

      タマガシラ

      クルマダイ

      ニギ.ヌ

      ネズミギス

      オオニベ

      ニベ

      ベラ類

      一アソス

      カゴカキダイ`1)0.1ア

      クラカケギス

      カ,ブ,ワリ(9)3.12(32)4.15(1ア)2.15(4)0.3ア(1)0.1ア
      カ7^ギ類(10)2.502.00

      ハゼ類

      タチウオ

      カマヌ

      マアジ(3)O.54

      ム回アジ類

      サバ●

      フグ類

      アンコウ`1)1.10

      タコ類

      メイタカレイ

      その他カレイ

      ヒラメ類

      ツノザメ

一16回一



      3940414243合計

      (。1)9.9

      (1)0.6・

      (12)1.73

      (2)0.11(5)0.27(1)0.05(4乃20.92

      (3)O.25(11)0.90(49)4.1ア

      (3)0.25(8)1.05(22)2.98

      (3)O.75
      .

      (3)Oア5(6)1.22

      (1)17.30

      (23)4.50榊③30.7

      (23)2.55(42)5.13

      f1)0.10(18)2.“

      (1)O.13(55)5.38

      (5)0.62(8)1.27(1箱)11.00(58)6.89θ7⑤127.01

      15.00(lO)1㏄39-5
      一

      (2)5.05(4)5.28

      (11)1.50(1一)O.15(4ア)8.57

      (1)O.1561⑤31.93

      (98)9.00

      ●

      (1)1.10

      (1)0.70

      (6)O.60`2)0.30(1ア)1.99

      (3)O.28(65)2.41

      (262)15

一161一



{その4-3)

 余ツザ1メ

 その、魯茸メ
 エイ類

ケンサキイ1カ

 バカ昨カ

コウイカ

 その他イガ

フトミゾェビ

ヒゲナガェピ

ウチワエビ

 その他エピ

 キ・一{ト。.貝リ
ソコイト.ヨリ

 その他

34.

(7)1.7女

351

(4)0.28

(24)4.80

(3)0.54

1361

(20)4.24

(1)0.15

 3ア十I一一1

(10).0.50

(1)0.12

(69)3.90

(55)8.50

(2)1-25

38

(21)・1.40

 (3)0.ラ白

 (1フ)0・7千

(1)0.12

考

一162二{



      3940414243合計

      '(21(19)2ア.3

      611)341.45

      (1)2.35

      (33)1.90(115)4.80(28)1.20(ア2⑤33.32

      (2)0.65(2)0.42(2)0.1ア(1)0.32(111)36.8ア

      r59)2.80(38)1.98(1)0.20(1)0.15⑮2947.ア4

      (36)2.01

      (53)6.80(18)4.OO(7)1.00(1)0.1464978.09

      (1)O.44

      (6)1.61(112)33.9フ

一163一



資料5  (さつなん)昭和48年3月(第2次航) (その1-1)

        123456
        '

        調査日3/14"3/16"〃"

        調査時10～1114～1607～091D～1214～1617～

        31-07.531-01.430-59.830-59.631-02.431-06.ア
        始

        131-23.5130-51.2130-54.ア131・10.4131-13.7131-17.6
        位置

        31-06.330-59.331-01.630-59.431-03.631-06.6
        終.

        131-21.8130-44.8131-02.6131-16.0131.1ア.0131-18.6

        曳網距離(浬)2.06.0ア.04.8・3.21.O

        曳網時間(分)409090906015

        水深(m)160～14090へ100～100100～102105～125130～

        底質

        マタ.イ(2)ア.00

        チダイ(4)1.33(4)1.31(2)0.45(2)O.64(2)0.46(1)0-45

        大(1)0-47(11)5.00

        申

        キタIイ(3)0.ア1(ア)1.50
        小一(9)1.24で31)3.50(2)0.35

        シ'{(23)0.95

        アマダイ

        イボダイ

        アカイサキ

        エソ類一(2)0一ア1

        アカムツ

        クロムツ

        ヨロイイタチウオ

        ホウボウ(1)0.21(2)n68

        カナガシラ(12)0.61

        マトウダイ(8)5-50(1)0.51(1)1.25(2)1-10(3)2.81

        カガミダイ

        テカメキントキ(15)2.05

        キントキダイ

        オオメハタ

        テヨセンバカマ(14)4.10

        ツボダイ

        ニザダイ

一164一



大隅東部域 単位1切(  )内ば尾数

       78910111213

       "3/17"3/18〃"〃

       19～200ア～0812～140ア～0912～13～1416～1ア

       31-13.831'15.231i02.030-58.231-00.531-01.831-12.0

       131-12.4131-14.0130-53.8130-54.4131-15.6131-12.8131-11.9
       ̀

       31-12.931-12.931-01.930-58.131-00.831-01.231-10.6

       131-15.2131-18.2131-01.5130-57.0131-16.1131-14.4131-14.ア

       2.64.36.81.62.9

       407390302850

       111～120110～13290～96100へ10098～100100～100110～120
       '

       一I■

       (2)2.40

       (3)0.66
       一

       (1)0-60

       (31)2-00(2)0.30(1)O.10

       (2ア)1.60(18)0.60

       (6)1.10C1)0.25

       (2)O.32(1)O.20(2)0.40

       (1)0.31

       (1γ0.22

       (3)O.30

       ●

       (1)1.16(5)0.90(2)0.98(5〕1.10

       (11)O.90C2)一0.30

       (233)20.ア0C25)2.20

       で1,0.47

一165一



(その1の2)

Fヒソヤ       Fヒ、ヤ1.23456
       アラ(ヌケソ)(1)4.30

       了ヤメカザコ

       カサゴ類

       ヒメジ

       ヒメ

       キンメダイ(50)11.90

       ヒメダイ(6)』.00

       タマガシラ(4)0.60

       クルマダイ

       三キズ

       ネズミギス

       オオニベ

       二^二

       ベラ類(2)0.18

       一アソス

       カゴ'カキダイ

       クラカケギヌ

       カィワリ(4)1.78(38)6.20(18)2.00(32)4.46(1)0.17

       カワハギ類90.0080D.003,O00.00300.00

       ハゼ類

       タチウオ

       カマス(18)1.ア5

       マ.アジ(4)0.60r1)0.15

       ムロアジ類

       サパ■

       7■グ類

       アンコウ!        一

       タコ類

       メイタガレィ

       その他カレイ(1)0.15(13)1.60

       ヒラメ類

       ツノザメ

一166一



       78910111213

       (5)0.45

       (3)C.50

       (1)0.10

       (5)1.00

       (6)0.ア2

       (22)1.30(37)2.20(22)4.40(9)0.ア

       6,000.004,000.00

       (1)0.26

       (1)0.10

       (11)1.35`26)3.2

       ㌣'

一167一



(その1-3j

       123456

       ホシザメ

       その他サメ(13)

       エイ類

       ケンサキイカ(34)4.30(6)0.31

       バカイカ(2)0-61(1)0.35(2)0.95(6)2.40

       コウイカ(8)1.15(1)0.25(5)O.86

       その他イカ

       フトミソIエビ

       ヒゲナガェビ

       ウチワエビ(5)0.67

       その他エピ

       キイトヨリ

       ソコイトヨリ

       その他(1)0.36(1)O.5ア

       ■'一一一1

       備

       ■

       老

一168一



       ア8910111213

       (4)0.17(125)3.60(30)3.60て1ア5)7.OO

       (1)0.15(2)0.65(3)0.55

       (3)0.5ア(2)O.50(2)0.60.(2)O・40

       (1)O.16(36)6,40

       `1)0.07

       (3)0.78(5)1.11

       ■

一169一



1その2-1)

        141516171819

        調査日3/183/19"3/20""

        調査時17～1915～161ア～180ア～0808～1010～11

        31-11.031-15.631-15.631-14.331-11.431-07.3
        始

        131-15.6131-1ア.6131-19.2131-11.4131-06.6131-02.0
        位置

        終31-09.031-14.231-13.7二1-12.331-09.531-06.8
        131-18.9131-19.7131-20,5131-08.1131-03.6131-01.7

        曳網距離(浬)3.62.32.23.53.20.4

        曳網時間(分)6040。40606010
        'I

        水深(㎜)120～132120～130125～13ア110～105r02～9090～90

        底質

        マダイ

        チタ.イ(1)0.08

        大

        中

        キダイ(4)0.86
        小(10)1.00(9)1.20(2)0.16

        シバ(8)O.60(8)0.55

        アマダイ

        イボダイ(1)0.16(1)0.1ア

        アカィサキ

        主ソ類(4)1.87

        了カムツ

        クロムツ

        ヨロイイタチウオ

        ホウボウ(1)O.16(2)0.48

        カナガンラ

        マトウダイ(2)0.93(5)5.30(7)3.60C14)17.00(7)6.40

        カガミタ'イ

        チカメキントキ

        キントキダイ(23)2.80(アO)5.40(22〕1.90(12911,60

        オオメハタ

        チヨセンバカマ

        ツボダイ

        ニザタIイ

 一1ア0一



      20212I22324合計

      〃"3/22""

      11～1214～1509～1113～1515～16

      31-04.830-58.530-59.431-13.131-09.6

      130-58.8130-46.1130-56.6131-19.3131-20.1

      31-04.330-59.030-59.531-11.631-09.8

      130-58.3130-49.0131-01.8131-22.8131-19.3

      0.82.44.53.3'O.6

      23256211712

      90～8995～95100～100125へ142130～120

      (4)9.40

      (19)5.38
      一一

      (1)0.55一(1)0.53(14)6.55

      f15)3.6ア

      (1)0.10(3)0.25(101)10・2

      (84)4.30

      (2)0.35(11)2.03

      (11)3.50

      (1)0.31

      (2)0.36r9)一2.l1

      (19)1.46(1)0.20(35)2.67
      (11)8.00〔2)1.10(76)57,64

      (28)3.25

      (1)0.20(499)44,8

      (15)4.5ア

 一1ア1-1



 (その2-2〕

カフビンヤ

アラ(スケソ)

アヤメカザコ

 カサゴ類

ヒメジ

ヒメ

キンメタ.イ

ヒメダイ

タマ.ガシラ

クルマダイ

ニギス

ネズミギス

オオニベ

 ベラ類

アソス

カゴカキダイ

クラカケギス

カイワリ

 カワハギ類

 ・・ゼ類

タチウオ

カマヌ

マアシ

 ムロ了ジ類

サバ

 フグ類

アンコウ

 タコ類

メイタカレイ

14

(4)0.32

(5)0,50

3,000.00

(100)13.80

15

(11,0,58

1n.00

`%)13.20

(3)0.ア6

16

(3)0.25

`8)0.45

500.00

(14)1.90

(1)0.25

17

(41)3.07

Cll)2.18

18

(11)0.75

180.00

(%)9.90

(4)0.35

19

(1)0.14

20.00

 その他ヵレィ

 ヒラメ類

ツノザメ

一172一



20

(3)0.16

21 22 23 24 合計

(1)4.30

(3)O.16

(62)12.92

(6)4.00

(7)1.1

C1)

(5)

(8)

1.0

0.9

C1)0.27 (1)O.2ア

600.00 5,000.00 6,000.00

(3)0,30

4,000.00

で1)0.25

10.00

0約29.25

33,510.00

(16)1.25

(1)0.15

(13)1.ア0 (13)1.24

(1)0.26

で20)2.0

`401)50.4ア

で4)0.35

(4)1.01

(14)1.ア5

 一1ア3一



(その2-3)
       .

       1415161ア.1819

       ホシザメ

       その他サメ

       エイ類

       ケンサキイカ(53)2.65(8)O・48.(ア1)4.22632)27.80
       バカイカ(4)O.78(1)O.18(ア)1.30

       コウイカ(3)0.32(1)O.19

       ■そ.の他イカ(4)0.95
       フトミゾェビ

       ヒゲナガェビ

       ウ.チワェ,ビ(16)1.35(10)1-30(6)0.ア8(3)0.57

       その他エビ

       キイトヨリ

       ソコイトヨリ③
       その他

       備

       考

一174一



      2021222324合計

      (1)0.Oア(13)⑮3954.2(29)7.92
      (1)O.45(2)0.30(ア)1.80(22)3.00(2)0.30(30)5.59f11)2.75(101)14.53      (1)O.Oア(10)2.82

 一1ア5一



魚体測定表

表1精密測定

表2体長組成表

 A表の体表範囲1伽～33伽

 B表・10伽～43伽

 C表・25伽、58伽

 ]〕表・34例～6ア価

表1.精密測定表

 魚種マダイ

          海性性殖腺胃の状況
          月体長㎜体重9
          域別熟度重量9総重9内容量9内容物種類

          3981.250δ未2.O3.oo.9カニ

          346640♂〃          大2.O5.0o空
          200205♀〃0.32.32,0カニ

          隅
          7363940♂"          東3.110.85.Oヒトデ

          3448609〃          部3.012.04.0ヒトデ
          308690♂"1.829.324.5コウイカ

          321700''
          I'

          3ア81.200♀"5.8タコ
          9"

          303640?"海草

          362850♂"5.020.09.0イカ,巻貝

          3771.100旱''10.08.0o空

          "313600旱"14.O3.00空

          4021.400

          365880

          317600

          12
          4641.800

          西4261.550

          3931.220

          350830

          薩314690

          317690

 一1フ6一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          402          屋1.380

          123901.260
          久

          334830

          大6355.100♂完240.0o空

          隅3781.230♀"50.01ア.oイカ          3

          東3ア61.1ア0♂〃32.032.Oイカ

          部3701.080旱"50.04.0カニ,小魚

 魚種チダイ

          221130旱10.2右し

          150ア0旱O.1"

          15480?""

          15275?"〃

          大15075?""

          15ア80?''''
          隅

          7213250
          東200230

          181180

          部165120

          159110

          14170

          209190

          15590

          224190♀半完7.0虫

          199220♂未5.5虫

          大223250♂未10.5

          173120旱白兀1.2
          隅
          243310♂未6.52.50.1エビ

          12

          東2463006来3.0(放麦?〕2.5O.1虫
          316560♂未1.O8.O貝

          部302520旱半8.02.5空

          209220♂未5.015空

          213220♂未5.01.O空

一177一



          海.性性殖腺胃の状況          月

          域体長伽体重9別熟度重量≡g総重9内容量9内容物種類
          211180♀半争OI1.O一空

          .;21ゴ200♀.半3.0・1.O."
          ''

          :209200♀半3.O1.0"

          297540

          290540

          29159'O

          29255'Ol

          285540

          317.690

          2744亨'o,

          大26ア440

          250410

          180140

          隅181140

          2一15290

          161100
          東

          302560一           、一
          一

          268480

          部255400
          .200!200

          ;1ア7130

          213200

          32ア850.i'

          312660

          172130;

          163120'!.■
          167120

          165110

          1611101

          西214250

          薩215230{

          26541q旱主O1.1不明
          、一

          282460旱..ぎ9空

一178一



          海性性殖腺胃の'状況

          月域体長伽体重9別熟・拝重量9総重9内容量9内答物種類
          249360不明空・一・

          264420♂1.9"

          262370♂1.01.1ヒトデ等

          255380♀2.92.O不明

          大23ア340旱2.05.O海操

          235260♂1.15.O小魚

          隅220230♀2.12.0不明

          3206220♀1.1空

          東208220♂O.9空

          224280旱1.51.O不明

          部202210旱1.91.0"

          20924091.52.0"

          218270♀2.2空

          208220旱1.9"

          210220旱1.1"

          280450

 魚種キダイ

          285610?1,86,40空

          25ア490旱半11.043.533.0イカ(満腹)

          2453509半12.65.40.3オキ了ミ(空)

          21ア260旱半6.O6.33.O貝(満)

          犬29839口♂半4.04.02.5カニ(満)

          19ア180旱半4.ア3.40.9カニ(中)

          隅165110?1.52.31.2カニ(中)

          ア222330♀由兀14.019.O15.2焦瀬,カニ`(満)

          東292640?4.O49.039.5魚(ヒメ)2尾(満)

          295680?5.08.80完

          部268540♂2.96.2O"

          278540.?4.96.o0"

          212250♀2.83.0O"

          202240♀3.22.4O.9エピ(中腹)

          210240♀4.74.1O.2カニ(中腹)

 一179・



          海性性殖腺胃の状況

          月城体長簡体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          247390旱9.05.60空

          256480♀12.428.025.Oイカ.魚

          15590旱1.42.4o空一

          2フ2460?2.54.50''

          281550?1.85.00"

          263500♂2.85.60"

          259430♂3.64.8O〃

          241370旱12.03.80"

          249380♂2.84.60"

          309720♂5.5ア.00"

          214260旱11.03.00庄し
          大
          239370旱16.23.80"

          24ア390

          233290          隅

          228310

          7198210

          東226310
          212250

          206220

          部226350

          222250

          180130

          180130

          1ア2130

          180150

          241400

          2454.10

          218280

          260490

          306690

          283640

          264490

          248450

一180一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容重9内容物種類
          大235300
          隅15090          7

          東14アア5

          部9020

          288640♂古兀6.4左し

          300640♂"6.4"

          300640♂"5.5タコ(満)

          270430♂〃4.8をし

          276560♀"20.3魚類(満)

          294580♂〃5.0          大・(中)
          225300旱〃7.0・(中)

          230320♂〃2.1イカ(満)

          隅241350旱"4.6魚類(申)
          2072309"ア.6たし

          9218240♀〃4.0イカ(少)

          東206220旱"8.4魚類(中)

          216250旱"6.4I?(申)

          183140??2.0

          部192180

          178150

          185160

          1ア8150

          15590

          11130

          252400旱半完8.56O.1エピ

          大252400♀古兀5.05

          250410♂未2.06

          隅258450♂未4.52010魚

          12260450♀半完ア.06

          東231340旱"6.06カ・二

          247380旱未10.56

          部228305碑??3.030.1?

          229300旱5.03.5

一181一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          226280♂2,O4

          犬236350δ?1.53
          218290♂?2.04

          隅24ア430♂?1.O2318イガ
          258420旱2.O50.5?

          12

          東281580♂4.09
          274490♂3.5ア

          部2プア500旱5.08
          29159064.010

          281540♂4.O10海操

          302650

          292630

          326830

          一310ア40

          305740

          229340

          237350

          239350

          西218200

          212350

          190180

          薩190200

          121189190

          19享200
          海

          189180

          173150`

          1ア5150
          域

          180160

          177170

          「

          1912001し'

          1821フ0

          172140

          1ア3140

一182一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9・別熟度重量9総重9内容量9内容物騒類
          2ア8570♀O.5空

          27-9540♂1.0〃

          234340♀2.O"

          26,2ア10♂2.O27.Oタコ

          228370旱4.O空

          3225アO♂1.5"

          223350♂1.O14.0・タコ

          220300旱1.5空

          208250不明"

          204220♀2.0"

          254500旱2.012.0タコ
          大
          243360♂1.0空

          230340♂1.5〃

          254420♂1.5"
          隅
          258550♂1.0"

          3206210♂1.0〃

          210250不明"
          東

          206200旱1.O"

          152120旱1.0"

          部18418091.2''
          1841アO♀1.00.5小エピ

          208230♀0.52.OPL

          260440♂1.53.0小エビ,小魚

          214290旱3.0空

          190210旱2.0"

          1ア8170♀一1.51.O小魚.`

          1941ア0旱2.01,5=PL

          180150旱1.11.9小イカ

          164120♀0.9空

          224320♀2.5イカ

          18D180旱1.9空

          18218091,1"

          一

          200220♂1.O2.1小魚

一183一



          海性性殖腺胃の状況
          月体長柵体重9一
          域別熟度重量.9総重9内容量9内容物種類

          176160旱1.0空

          1ア0160♀1.O"

          174160♀1.51.0小魚

          172150不明空

          160130♂o.9"
          大
          162130旱0.81.1小カニ

          168.15091.0O.8小エビ

          隅166140♂1.0空
          1ア0140♀3.01,0PL

          3168140♀1.0O.8小カニ

          東174140旱1.51.1小魚
          170140♀1.1空

          1ア2140旱1.O空

          部170140旱1.10.5小エビ

          182150♂1.0空

          178160♂1.O"

          1ア0130旱0.8''

          1ア2150旱1.12.5イカ

          180170棚1.0空

 魚種マトウダイ

         299440?1.318.00をし

         326一550?1.211.90''

         大350ア90
         330670

         隅320560          ■。

         276340         フ

         東3961.150
         3851.100

         部568850
         337640

         318610

         304480

一184一



          海性性殖腺          月胃の状況          域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          2ア1310

          大'300500

          隅280370          ア

          東379920

          部255900

          337610

          32250094.0

          398800?O.8

          349680?1.O

          341580旱半5.5

          358630♀熟6.4

          345650♂未1.8

          大353720旱熟12.2
          3ア2880旱"15.0

          4181.180旱〃22.0
          隅

          4071.050旱"8.O

          8487780?"1.8

          東362750≡≡≡15.0
          4021.030旱10.4

          381840?1.0

          部319540♀熟3.0
          296450♂未の放後O.8

          292420♂〃1.2

          292430♂"1.2

          307440♂"1.2

          307450♀半6.O

          316510♂来1.0

          335520

          犬2101アO

          隅15880          8

          東12650

          部12840

          9大隅          東口3858709i3.531.5(空)
一185}



          海性桂殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重・9内容量9内容物種類
          372860

          3871,050旱24.538.O'(空)

          356770

          犬340630♀9.O23・0.(空)
          32ア520

          隅302370♂O.623.4=1・ニギス(満)

          9366ア60

          東291380旱1.818.4イカ(満)

          284350

          部362ア00♂0.727.5(空)

          2ア3310

          325600旱1.460.0エソ(満)

          283370

          大4101.300♀古兀140一44.O空
          I12隅385940♂?放後330.5"

          東
          部305435♂?"112.O"

          大4281.250

          隅360ア10

          3東3801.500
          部312600

    魚種エソ

    7嚢284260    468670

    307260

    大303220
    233100

    隅292210

    8321270

    東240120
    223100

    部
    21080

    19160、

一186一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容重9内容物種類
          315250

          272170

          20980

          300260

          246130
          大

          252140

          207          隅90
          195フ0          8

          東262140
          238120

          部22990
          289220

          228120

          231130

          19580

          19970

          5451.ア50

          西

          12薩332330
          230100

          415760

          西311300

          12薩371550
          216110

 魚磁オキェソ

7

嚢

327 385

 魚種アカエソ

嚢

266

323

150

300

 一18アー



 魚種アカムツ

          海;域1性別性殖腺胃の状況          月体長㎜体重9熟度重量9総重9内容量9内容物種類

          8大隅東部3232ア1263254620300280270旱♂♂♂熟直前完熟前〃〃14.83.43.22,8空カニ類空空
 魚種マハタ

 ・璽……1! 22.5空

 魚種マホウボウ

    324444

    大285250
    345570

    隅283250
    7339460

    東2ア1250
    330480

    部268200
    274250

    289260

 魚種ソコホウボウ

汀一
 魚種カナガシラ

・ポ1・ 30

大243190旱完

 隅253240旱・8

束2341609"

 部240170旱・

9,2

13.8

4.0

8.6

6.4

6.2

3.5

空

2.6虫

2.8エビ

O.8"

一188一



 魚種チカメキントキ

          海域性別性殖腺胃の状況          月体長㎜体重9熟度重量9総重9内容量9内容物種類

          ア嚢313560
          12嚢5504ア02.3001.450♂9未完6,513.05730†1鍾灘

    魚種オオメ^タ

    6961

    ア1ア。
    大

    73ア4

    隅6350

    8

    東6553
    6340

    部6141
    6342

 魚種イボダイ

     ■≡1西i…il・・,     i170198
     172184

     12

     202175

     薩181189

     180188

 魚種アカイサキ

        13676ア0凌し1ア1クラゲ?
        大3255106空

        隅33758011空        ア

        東36062014空

        部303430アO.5アミ

        3566207空

一189一



 魚種エビスダイ.

海

域

大隅

東
部

 体長㎜

425

425

396

体重9

2.600

2.400

2.200

性

別

♂
♂

旱

性殖腺

熟度

未

未

半

重量9

3.3

190

 胃の状況

総一重9

60

84

85

内容量9

12

20

16.2

内容物種類

魚類

 魚種ツボグイ

藍

2ア9 510

 魚種イトヒキアジ

大
隅

東
部

216

260

243

35P

570

515

?
♀

5.4

6.口

10.0

8.1

2.1

3.1 71
 魚種子ラ

12

窺
嚢

850

605

9.900

4.300

放後  左し

 魚種カサゴ

7

嚢

230 210

 魚種子ヤメカサゴ

一190一



 魚種キイトヨリ

          海性性殖腺胃の状況・…

          月城体長㎜体重9捌熟順重量9総重9内容量9面容物.穫蓼
          .263300

          234205

          213170
          西

          2口O140

          12207150

          薩215160
          235230

          205150

          274340

          2ア6350

          320540

 魚種ソコィトヨリ

    213170

    232250

    210160

    205150

    2462ア0

    205160
    西

    198140

    122131アO

    薩242270
    223220

    227210

    203180

    187140

    190130

    233130

・191・



 魚種ヒメ

          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟・度重量9総重9内容重9内容物種類
          16560

          170ア0

          大
          16560

          隅

          715250
          東17265

          部15360

          13740

          11120

 魚種タマガシラ

 τニエ[「「「■二
 魚種クルマダイ

          215320旱凸兀12.58.O2.0オキ了ミ

          12213ア0旱古兀1ア.18.84.0''
          大
          20ア270♂3.37.O2.8"          隅

          7
          東195250旱10.86.04.2〃
          部182200

          1ア41ア0

          162150

 魚種ネズミギス

一192一



 魚種オオニベ

12

海

域

大回
ケ
ッ

ト

隅前

 体長㎜

115

体重9

1ア,300

性

別

性.殖腺

熟度 重量9

 胃の状況

総重9 内容量9 内容物種類

 魚種ゴチ

7 415

175

100

50

」

 魚種ムラサキベラ

    186110

    183110
    大

    178'llO

    隅180110
    1ア8110 

   
ア

    179110
    東

    1ア9110

    184    部115
    177105

    16080

 魚種了カベラ

     115880

     1アO80
     大
     16380●

     16080
     隅

     15470     7

     15アア0
     東

     16980

     部15870
     17290

     15ア70

一193一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重g別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          154アO

          {・

          大16370.

          隅173          7901
          東15165

          部14545

          15050

 魚種ピグ.リマキ(タカノハダイ) ・
峻 233230  」一

 魚種カイフリ

          203180♂1,3316.1.4アミ

          15890

          14070

          15180

          12140

          大359930旱喧兀172910イカ(ケゾ時)
          300510♂放後?2103小魚

          280450旱由兀6102エビ

          隅261390♂放後?2103"

          248340旱由兀582小魚
          12

          200190

          東284140

          214220

          ●

          1ア9130

          部190160
          194150

          163110

          200160

          198170

          191150

一194一



          海性性殖腺胃の状況
          月体長㎜          域体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類・

          187150

          184160

          16ア120

          大154100
          13860

          隅12850
          1212540

          東11ア30
          11440

          部11030
          11130

          348850

          245370

          261350

          255300

          3嚢1861ア0           ユ

 魚種サラサハギ

 ザ丁∴LLL+1

一195一



 魚種ウマズラハギ

          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量9総重9内容重9内容物種類
          241150

          230130

          大207110

          248150

          隅242130

          7253170

          東218115

          208110

          部242150

          271250

          255180

 魚種タチウオ

 一1・鐵 1603.500

1451.550

 魚種カマス省
395140

342300

ギI+∵ザ
 魚種アンコウ ・

嚢 255360

325550

一196一



 魚種メタガレイ

海

域
 体長㎜

23ア

体重9

160

性

別

性殖腺

熟腰  重量g

 胃の状況

総重9 内容量9 内容物種類

 魚種ホシザメ

     ア401.230'

     7001.100
     !

     6901,050

     565540

     6851,050

     545550

     595600

     アア01.650

     ア901.700
     大

     8151.800

     ア901,900

     隅6801.080
     630ア20

     ア5956ア0

     東8952.500

     680900

     7801,500

     部655830

     685950

     660830

     8201.900

     8302.000

     9402.900

     9202,600

     7001.100

     6ア5900

     625750

一197一



          海性性殖腺胃の状況

          月域体長㎜体重9別熟度重量g総重9内容量9内容物揮類
          645アOO

          8101.900

          605640

          大7301.1フO
          9202.900

          隅7251.300
          7ア651.300

          東7801.520
          7351,240

          部7551.460
          5ア0550

          525450

          156670

 魚種コウイカ

     6650
     ノ

     8ア30

     大5615

     隅138280
     ア150220

     東224570

     部ア280

     4680

     5680

 魚種アカイカ

嚢

1ア9

138

150

111

一198一



 魚種ヒゲナガエピ

          海姓性殖腺胃の状況
          月体長㎜          域体重9別熟度重量9総重9内容量9内容物種類
          大105旱卵左し

          隅92♀"          8

          東102旱"

          部100♀〃

 魚種ウチワエビ

大

隅

東

部

168

146

15ア

150

190

170

160

140

 魚種ミノェビ

      10.0♀卵アリ

      10.1♀〃

      大10.2♀"

      19.9旱〃

      19.2♀〃

      隅11.0旱''

      19.3旱〃      8

      10.1旱"

      東17.5♀"

      1ア.4.♂"

      18.4♂''
      部
      10.4♂"

      .

      19.O♂''

      1ア.4♂"

一199一



 表2,A表体長組成長

        マダイチダイ

        魚種海域体長月大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部西薩大隅東部大隅東部
        8710121237

        1つ^345261
        6ア891016221
        1112131415132222587151714811231112219
        16171819203192312532131521824621116129
        212223242532         142228641        17531321149188
        2627282930211422332        198ア92
        31323331
        計53356339アア33229

一200一



 単位:㎝・尾数

        キダイイボダイ

        大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部西薩大隅東部西薩大隅東部

        891012123123

        3

        19

        19

        15

        ア

        28

        46315

        11043424

        539031158

        14342ア588

        154813911

        161129431

        38ア7631

        265519241

        83659435

        79125685

        2ア214391

        2621242

        24102ア4

        11111020

        3113922

        2412523

        2421021

        151023

        4184

        15213

        1212

        113

        32

        22

        111

        1

        400351ア519ア31453231

一201一



        アカムツカナガシラマトウダイキ;/ト

        ＼釜草体ふ月、大隅東部.大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部        8ア893712

        10`7コ4EJ1
        6ア89104811122
        11121314151ア92725428271224346
        161ア181920124        119511062115■'9811035193
        21222324252224121
        262ア28293096324
        3132331
        計366013218321280

一202一



        ヤダイオオメハタツボダイイトヒキカワビシャキイトヨリソコイトヨリ

        大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部西薩西。薩

        387127121212

        3

  
      

301423
  

      
141361

        3595023113123
        21111122-1223222

        1

        11112

        1

        1498611381115

一203一



        ヒメジヒメキンメダイツロムツ

        》、体'災.、長月大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部
        7ア9128129

 
       

1
2
3
-
4
5

        6789101633

        111213141510232112411511322''一一■131'11425351551        16171819201219・5114332426734147
        212223242545-1616
        2627282930131412
        313233222
        計725412161391584

'204一



        タマガツラク'内タイニギ.スカゴシマニギスゴチムラサキベラ

        大隅東部大隅東部大隅東蔀一大隅東蔀大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部

        アア878ア87

        423333251140393
        117■zJ25ア1849211191582
        12z一11123262         111910

   
     

3
4

        111

        1
        1

        151386317336030

一205一



        ムラサキペラアカベラヒダリマキ停カノハダイクラカ〃ギスカイ
        大隅東部大隅東部大隅東部大隅束部大隅東部大隅東部大隅東部

        9ア971278

        12345253663
        6789101826291313ア7234
        111213141512616333302318198451158
        161ア1819204610272        311117321ア3111
        21222324251

 
       

262フ282930
 

       
313233

        計3116121234272

一206一



        ワリサラサハギウマズラニギ

        大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部

        9一23ア81237

        1

        14790'121116ア
        5195!J15ア611152373542331549131q351995

        27669417221611520221082324551 
       
1
1

        3

        2121332211214710
        2312'142

        1

        11610924ア8933811フ034

 i207一



        ウマズラハギタチウオマアジ

        ＼魚種駄体長』大隅東部大隅東部屋久劇榔大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部        12312810123

 
       

1
2
,
o
』
「
5

 
       

678910

        1112ミ1314151111515
        161718192029711271        41384285311218212894
        212223-24251209049379532421110ア11126044
        262ア28I:2930=31114244r536112
        3132331
        計2551921111160414

一208一



        ムロアジサバオコゼアンコウメタガレイバラ毛〃レイ

        大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部

        ア1233アラ78

        1
4
6
6
9

        1

        23111121
        32512634414         11521一

        1

        1111

        1■1.■

        47ア243321327

一209一



        甲イカケンサキイカ

        種海域体長月大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部
        78912789

        1oz,コ'そ[J1221191854ア988339
        6ア8910322112115159111134813211193162016811211413
        111213141512511231211169161791820911
        161718192011395521211ア74
        2122232425122212        1

        262ア2829301
        3132331
        計2589203・0ア187230

一210一



        パカイカアカイカヒゲナガェピウチワェビ

        大隅東部犬隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部

        378878123

        312121
        4811

        453571014ア1118341        313

        45212551133622334202213
        1161121111211

        154310741063555

一211一



   噌、ミノェピアカザエビ
   海域大隅東部大隅東部
   体・
   長月88

 
  
1

 
  
2

 
  
3

 
  
4

 
  
5

   6一

   71

   81

   96

   1051

   111

   121

   132

   141

   151
   一一`

   161

   1731

   181

   194

   20

   21

   22

   23

   =24
   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

   32

   33

   計228

 ■212一



 ]∋表体長組成表  単位:伽・尾数

        アマダイアカイサキ・・ソ類(マエソ)(オキェソ)        '＼魚種、＼海域大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部
        体

        長辺89ア1289ア

        1011121314152111524
        161ア18192011122812ア33114
        2122232425112124310425321413241
        262728293012313365156101418121131111121

        1

        3132333435111111064311         1

        363ア38394021

   
     

3
3

 
       

4142

        計1628610056425

一213一



        (7カェソ)ヨ回イイタチウオマホウボウ

        鴨体長月大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部
        78789123

 
       

101112131415

        161ア1819201
        一一

        21222324252332111131
        262ア2829301         15712711121454222111
        3132333435221111

        1

        1

        363ア3839402

 
       

4142

        計2438172236

一214一



        ソコホウボウセミホウボウマト。・ウグイ

        大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部屋久劇部

        8ア8ア8101212

        212111
        1

        211111         2
1

        1

        111

        1121121168221141211
        11123173710ア532521311

        1

        111114676322115351211
        1211

        3311986412511

一215一



        カガミダイテカメキントキヒメダイネズミギスゴチ

        、＼、魚種海域体長一月大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部犬隅東部大隅東部大隅東部
        8ア3ア97 

       
1011121314151

        161ア1819201322112
        212223242543521212
        26272829304385342311321        1

        313233343532131121121
        36373839401
        41421
        計14348620102

一216一



     カイワリカマス

     大隅東部大隅東部西薩大隅東部大隅東部

     12712123

     232324561
    

 
5
1
1

     111

  
   
1

     2111ア18

 一21ア・



 C表体長組成表

        マダイコ=ソ類

        '魚種＼㌔、喝、体長＼く大隅東部大隅東部大隅東部西薩慶久劇榔大隅東部大隅東部        791212123一7 
       

2021222324251
        262フ282930112て1

        11

        31323334352        1161321
        363ア3.839401112111        11411

        41424344453211
        464748495021

 
       

5152

        計ア2629315

一218一



 単位:㎜・尾数

        (マエソ)マハタマトウダイ

        西薩屋久劇ヒ部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部大隅東部

        1212ア8910123

        1111112111
        33455214ア3

        11ア475343465一''102454        115452

        1

        11111111        112911・1

        1
1

        1

        6323661286

一219一



   魚種チカメキ   ントキエビスダイ
   帖一.一   大隅東部大隅東部

   体
   長月12ア

   20

   21

   221

   23

   24

   25

   261

   2ア

   281

   294

   302
   一一.

   316

   323

   337

   342

   35

   36

   37

   38

   391

   40

   41

   一422

   43

   44

   45

   46

   471

   48

   49

   50

   51

   52

   計283

 ・220一


