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RESEARCH PI.ANS FOR BOTTOMFISH JN THE NORTH PACIFIC 

邸 DBER四GSEA JN 1969 

l. 0碑 CT

A study is to be conducted of the import江 tgroundfishes that 
:i.nha.bit the flats and edge grounds:inthe Bering Sea and off the coa.staJ. 
証 tersof North America..'lhese are the waters fished by the Japanese 
mothership groundfish fisheries.'lhe follow:ing gene匹Llpurposes a.re the 
a:ilnof the groundfish research pl皿 for1969: 

a) to know the present state of the important species 

b) to forecast the population trends 

c) to obtain biologic吐 informationand environment吐 knowledge
of the groundfish 

d) to prepare biological. information for the INPFC annuaJ. meeting. 

2. MAIN ITEMS FOR THE 1969 RESEARCH 

(1) Sampling the data.皿 dthe ma.teriaJ.s for呟 edeterm:ina.tion 
and age composition a.naJ.ysis 

(2) Sampling the data. and the ma.teri吐 sfor the ecologicaJ. 
studies of the important species. 

(3) Trend analysis of the groundfish fisheries by use of 
fishe巧rstatistics 

(4) Tagging experiments (emph邸 ismu.st be placed on h吐 ibut
皿 dbla.ckcod) 

3. RESEARCH PLAN 

(1) Field research on the motherships (cont:inuing) 

Waters: Ber:ing Sea and northeastern Pacific Ocean 
Period: the entire season of operation 
Vessels: All motherships邸 dthe independent la.rge-scaJ.e 

stern-trawlers as a rule. Research items and the 
species concerned a.re selected by the証 tersa.nd 
by the type of motherships. 

Species: halibut, flatfishes, bla.ckcod, pollock, cod, hake, 
Pac江 icocean perch, herr:ing, a.nd shrimps. 

Items: mea.surmg and recording lengths (from random samples); 
further biologicaJ. measuring and recording, and sampling 
the皿 teriaJ.sfor age determ:ination (from intention吐
samples) 
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(2) Research plan for the charter vessel of the Fisheries Agency 

Waters: the Bering Sea a.nd northe邸 ternPacific Ocea.n (details 
not finalized 

Period: three months from May to July l傘
Species: emphasis is placed on the important species which a.re 

designated in也 efield research on motherships; 
however, this vessel will attempt to obtain information 
not readily obta:inable in the commerciaJ.. fishery. 

Vessel and research items: 
Vessel --300 ton type side trawler 
Gear --trawl net 
Catch composition --by species, by haul 
Size composition --for important species 
Biological measurements --for important species 
Tagg:ing experiments --halibut, blackcod, etc. 
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1969年度北洋底魚生物調査研究計画 ‘

1. 目的

～ーリング海、アラスカ湾および北米西岸の陸棚上とその斜面妬棲息し、一

母船式底びき網漁業などで漁獲されている主要魚種について、資源の現状を

明らかにし、さらに将来の資源変動の動向を予察するために必要な生物およ

び環境に関する知見、．および日米加漁業会議の底魚資源問題に関連した生物

学的知見を得ることを目的として次の調査研究を行なう。

2. 1969年度主要調査研究項目

(1I 主要底魚類の年令研究と年令組成による資源検討のため資料収集とその

分析

(21 主要底魚類の生態を明らかたするための資料収集とその分析

(3) 漁業統計の分析による漁業の動向と資源の検討

(41 標識放流（とくにオヒョウ、ギンダラに重点をおく o)試験

3. 1969年度調査要領

(11 母船における生物調査（前年度に継続）

調査海域

調査期間

調査委託船

調査魚種

．．
 ペーリング海、アラスカ湾および北米西岸

： 全操業期間

： 原則として上記海域で操業する全船団および単船操業の

大型トロール船に委託し、主な操業水域に応じ、調査魚

種を重点的に選ぷo

．．
 オヒョウ、その他の主要ヵレイ類、ギンダラ、スケトウ

ダラ、・マダラ、ヘーク、アラスカメヌケ、ニッン、エピ

類
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調査内容 ： 体長測定（無作為抽出標本）

生物学的精密測定・生物測定標本および年令形質標本の

採取（有意抽出標本）

121 調査船による調査

調査海域 ： ペーリング海およびアラスカ湾（ただし詳細は未定）

調査期間 ：． 1969年 5月から 7月・末日までの 3カ月

調査魚種 ： 母線委託調査に記した魚種に重点をお・くが、同時に母船

委託によっては得がたい情報の入手にも出来るだ・け努め

る。

調査内容 ： 300トン型トロール漁船 l隻を傭船し、トロールネット

を用いて操業を行なう。

各操業ごとに全漁獲物の魚種別重量を測定するとともに、

主要魚種の体長組成、生物学的精密測定を行たう。

また生物調査標本を採取するし、オヒョウ、ギンダラを

主とする標識放流を行なう。
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