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1972年度北洋底魚生物調査研究計画

1. 目的

ベーリング海、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、

母船式底びき網漁業、北方トロール船漁業、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. 1 9 7 2年度主要調査研究項目

(1) 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

(2) 主要底魚類の生態を明らかにするための資料収集とその分折

(3) 漁 業 統 計 の 分 折 による漁業の動向と資源の検討

(4) 標識放流（オヒョウ、ギ、ノダラなど）試験

3. 197 2年度調査要領

(1) 商業船における生物調査（前年度に継続）

調査海域：ペーリング海、アラスカ湾および北米西岸

調査期間：全操業期 間

調査委託船：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、調査魚類 を

重点的に選ぶ。

調査魚種 オヒョウ、その他の主要カレイ類、ギ、ノダラ、スケトウク・

ラアラスカメヌケ
ヽ

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
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取（有意抽出標本）

（2) 調査船による調査

調査海域：アラスカ湾 （ただし詳細は未定）

調査期間

調査魚種

調査内容

1 9 7 2年 5月から 6月末日までの 2カ月

商業船委託調査に記した魚種に重点をおくが、同時に商業

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 トソ型トロール漁船 1隻を傭船し、 トロールネットを

用いて操業を行なう。

各操業ごとに全漁獲物の魚種別重屋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なう。

また生 物調査標本を採取するし、オヒョウ、ギンダラを主

とする栗識放流を行なう。

- 2 -



ら

PRELIMINARY TRANSLA四ON

「―,INP F C 

I DOCUMENT 
/+og 

I Ser. No. _—`•-_-- --—サー

R叩． No.---↓-―, -

PLANS FOR RES配血HINl咳 ONGRC氾ND匠 SHIN冗国

NORTH PACIFIC AND BERI:NG SEA 

Fisheries Agency ot Japan 

October 1971 

1. OBJECTIVES 

On the principal species on the flat and edge areas or the 

Bering函a,Gulf or Alaska and west coast of North細 erioa,caught 

by mothership ground.fish fishe巧・,by North Pacific trawl fishery and 

by North Pacific longline-gillnet fishery, the follo泣 ngresearch will 

be conducted to clari約 thepresent status of populations and further 

to obtain the biological and environmental infonnation needed to 

forecast the心turet匹 ndor resources and to discuss the ground.fish 

problems in the INPFC. 

2. PRINCIPAL STUDY ITEMS IN 1972 

(1) The data collection for the population studies by age and 

age composition and the analysis of these data for major 

ground.fish species. 

(2) The data collection and analysis to clarify the ecolo窃

of major groundfish species. 

(3) Examination of the population conditions and the trend 
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of fishery by statistical studies. 

(4) Tagging experiments (halibut, blackcod). 

3. RESEARCH PLANS IN 1972 

(1) Biological stu勾・ aboard c叩皿ercialvessels (continued from the 

previous year). 

Areal The Bering Sea, Gulf of Alaska and west coast 

of North America. 

Periods 

Vessels: 

Speciess 

Period: 

Species: 

Whole season. 

All the fieets and the independent large stern 

trawlers operating in the above area will be 

entrusted in principle, and the species being 

examined will be selected切rfishing area. 

Halibut, other major fiatrishes, blackcod, 

pollock, Pacific ocean perch. 

Study item.as Length measurement (for random samples), 

biological measurements in detail, intentional 

sampling for age determinations. 

(2) Research by research vessel. 

Area: Gulf of Alaska (not finally decided). 

From May to June 1972, for two months. 

The stress will be on those species mentioned 

in research aboard co皿11ercialvessels, and also 

it泣 llbetot巧 toget i江 ormationwhich is 

hard to collect by commercial activities. 
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Research contentss Aヌ0-tonclass vessel will be chartered 

for trawling. All the catch will be weighed切

species by each trawling, and also length compositions 

and detailed biological measurements will be taken 

for major species. Samples for biological study 

will be collected and tagged fishes, halibut.and 

blackcod, are to be released. 
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