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1 9.71年度北洋底魚生物調査研究計画

l. 目 的

ペーリング海、 アラスカ湾および北米西岸の陸棚上とその斜面に棲息し、

母船式底びき網漁莱、北方トロール船漁莱、北洋はえなわ、 さしあみ漁業な

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たし、 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、

および日米加漁莱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. 

(1) 

1971年度主要調査研究項目

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

t2) 

(3) 

(4) 

主要底魚類の生態を明らか匠するための資料収集とその分析

漁莱統計の分析による漁莱の助向と資源の検討

標識放流（オヒョウ、 ギンダラ、 スケトゥダラ、 コガネガレイなど）試験

3. 

(1) 

1971年度調査要領

商莱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、

全操莱期間

原則として上記海域で操莱する全船団および単船操業の大

型トロール船に委託し、

重点的 9て選ぷ。

オヒョウ．

アラスカ湾および北米西岸

主な操莱水域に応じ、調査魚種を

その他の主要ヵレィ類、 キ＇ンダラ、 スケトウク｀

ヽ

I

フ マダラ、 ヘーク、 アラスカメヌケ、 ニツン'ヽ エピ類
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調査内容：体長測定 （ 無 作 為 抽 出 標 本 ）

生物学的楕密測定 ••生物測定標本および年令形質標本の採

取（有意抽出標本）

(2) 調査船による調査

調査海城：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： 1971年 5月から 7月末日をでの 8カ月

調査魚種 ．： 商莱船委託調査匠記した魚種に重9点をおくが、同時に商莱

調査内容

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。

300トン型トロール漁船 1隻を傭船し、トロールネットを

用いて操莱を行なう。

各操業どとに全漁獲物の魚種別重鵞を測定するととも匠、

主要魚種の体長組成、生物学的楕密測定を行なう。

また生物調査標本を採取するし、オヒョウ、ギンダラ、ス

ケトウダラ、コガネガレイを主とする標識放流を行なう。
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PRELIMIN紐 YTRANSLATION 

RESEARCH PLANS FOR THE GROU頁DFISHIN THE 

NORTH PACIFIC瓜DBERING SEA 

1. OBJBCTIVES 

五PFCDoc. 皿

On the principal species on the flat_ and edge亀reasof the 

Bering Sea, Gulf of Alaska and West Coast of買orthAaerica, caught 

by lfothership Groundfish Fishery, by North Pacific Trawl J'ishe巧

and by North Pacific Longline-gillnet J'ishery, the following research 

will be conducted to clarify the present status of populations and 

further to obtain the biological and environmental information 

information needed to forecast the future trend of resources and 

.t5紅面面ぽtEeゴ な 匹ntftsh-pm迂 e匹 寸n-th-e呻陀．． 

2. PRINCIPAL STUDY ITEMS IN 1971 

(1) The data collection for the po四 ationstudies by age and 

age composition and the analysis of these data for major 

groundfish species. 

(2) The data collection and analysis to clarify the ecology 

of major groundfish species. 

(3) Examination of the population conditions and the trend 

of fishery by statistical studies. 

(4} Tagging exp~riments (halibut, black cod, pollock and 

yello盲finsole). 
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3. RESEARCH PLANS IN 1971 

(1) Biological study aboard commercial vessels (continued 

from the previous year). 

に ea: The Bering Sea, Gulf of Alaska and Vest Coast 

of North血 erica.

Period: 

Vessels: 

勤 oleseason. 

All the fleets and the independent large 

stern trawlers operating in the above area 

will be entrusted in principle, and the 

species being examined will be selected 

by fishing area. 

Study items: Length measurement (for random samples), 

biological measurements in det吐 1,

intentional sampling for age determinations 

and for other laboratory use. 

(2) Research by research vessel. 

に ea:

Period: 

Species: 

The Bering Sea and Gulf of Alaska 

(not finally decided). 

From Hay to July 1971, for three months. 

The stress will be on those species mentioned 

in research aboard commercial vessels, and 

also it will be to try to get information 

which are hard to collect by commercial 

activities. 

平—2



Research contents: A 300-ton class vessel will be chartered 

for trawling. All the catch will be盲eighed

by species by each trawling, and also length 

compositions and detailed biological 

measurements will bet吐 enfor major species. -

Samples for biological study will be collected 

and tagged fishes, halibut, blackcod, pollock 

and yellovfin sole are to be released. 
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