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1 9 7 1年 度 但 州 丸 に よ る

北洋底魚生物調査報告

若林清

1971年度の水産庁の北洋底魚調査船調査は、兵庫県立香住高等学校に所属する実習船但

州丸が、 4月から 7月にかけて用船され、 50日間下記の調査を行なった。

1. アラスカ湾におけるアラスカメヌケ群構造調査

2. アラスカ湾におけるギンダラ標識放流調査

8. ペーリング海東部陸棚におけるトロール定点調査

4. ペーリング海東部陸棚における標識放流調査

使用した船舶の要目は下記のとおりである。

船 名但州丸

船舶番 号 104794 

総 卜 ン’ 数 291.93 GTS 

船 質 鋼

主 機 ディーゼル 800 PS 

補 機 ディーゼル 160X2PS 

推 進 機 可変ヒ°ッチプロペラ

速 力 10.0 KT 

トロールウィンチ 10 t X 60 m／分

漁 法 スクーントロール

以下に各調査ごとの経過と得られた結果の概要について記す。

1. アラスカ湾におけるアラスカメヌヶ群構造調査

5月 12日から 5月 29日までの 10日間シュマーギ｀ノ沖からモンクーギュ沖にかけての

水域（主としてモンクーギュ沖）においてアラスカメヌケ群構造調査を実施した。使用し

た漁具は、四枚型トロール網である。

魚探で単一の反応の山をなす”群”を探知し、できる限りこの 1群の魚のみを、短時間

の曳網で漁獲し、群の種々の性質を調査した。

漁獲物は魚種別に重量を測定し、漁獲組成調査を行なった。アラスカメヌケについては

300個体を性別して体長組成調査を行ない、後雌雄各 150個体について尾叉長を測定し
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採鱗した。又各網ごとに 2~3ケースの冷東標本を採集した。

スケトウダラ。ギンダラの体長組成調査を行ない、その一部を冷東標本とした。

メヌヶ類の稚子を採集するために期間中 2日、高速稚魚採集器を用いて、アラスカ湾流

の流軸に直角に、水面下 20m、50m層の曳網を各 4回、流軸に平行に、 10 m 層の曳

網を 2回行なったがメヌヶ類の稚子と思われるものは採集できなかった。曳網時間は各網

3時間であった。

トロール曳網にーよるオヒョウの混獲は、 38曳網（総漁獲重量 61,460.2Kr;)で 168尾

(556.2駒）であった。重量による混獲率は 0.92％である。このうち主漁獲物がスケト

ウダラであった 12曳網（総漁獲重量 12,677.5駒）での混獲は 159尾 (581.7Kg)混獲

率は 4.19弔、アラスカメヌケ主体の湯合、 26曳網（総漁獲重量 48,782.7均）、

(34.5K9) 0. 07~ であった。

2. アラスカ湾におけるギンダラ標識放流調査

5月 16日～ 5月 18日の 3日間コディアック沖およびモンク ・ーギュ沖の水域において、

ギンダラの標識放流調査を行なった。使用した漁具は四枚型トロール網である。

漁獲物は、魚種別に重量を測定し、漁獲物組成調査を行なった。漁獲されたギンダラの

うち、活度が良く、外傷(/)無い、約 1,100個体を、ピークーセン型ディスククグを用いて

標識放流した。放流個体の重量は。体長級別重量表を用いて推定した。

他の個体は、雌雄に分けて体長組成調査を行ない、年令形質を採取した。又一部は冷凍

標本とした。

この調査中オヒョウの混獲はなかった。

3. ベーリング海東部陸棚におけるトロール定点調査

1966年から毎年行なわれてきた調査の継続として、 1971年には 155の定点を定め

て、 トロール定点調査を行なった。 (Fig. 1) 

3ヶ所の定点では、他の漁船の漁具に損傷をおよぼす危険があったため、 トロール調査

は実施されなかった。

使用した漁具は 1966年以来継続して用いられてきたものと同じ仕様の二枚型トロール

網である。

各定点では、 30分の直線曳網を行ない、 B.T．による各層水温を測定した。又この調

査の期間中毎日 1回稚魚ネットを用いて 50mの水深から垂直びきによる卵稚子の採集を

行なった。 4ヶ所の定点及び他の 3地点において、ピームトロールによる底生生物の採集

を試験的に行なった。
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各定点では漁楓物を種別に重量測定し、漁獲物組成調査をしたのち、オヒョウについて

は、尾叉長を測定し、全数冷凍標本とした。

コガネガレイ、アサバガレイ、シロガレイ、ツノガレイ、 ハナガレイ、マダラ、スケトウ

ダラの体長組成を調査し、カレイ類、スケトウダラは、ほぽ一定点おきに約 20K,;づつの

冷凍標本とした。

各定点で混獲されたオヒョウの尾数 (Fig.2)、尾叉長 66cm未満の尾数 (Fig.3)、

重量 (Fig.4)、平均尾叉長 (Fig.5)および総漁獲重量 (Fig. 6)はそれぞれ図

に示したとおりである。全部の定点での漁獲組成を TabI e lに、オヒョウの体長組成を

Fig. 7、Table 2に示した。

調査途中で先袖付のグランドロープがあまりすれていないのに気付き、計 60K,;のチェ

ーンをグランドロー プの両端および中央に装着した。従って、両者の漁獲性能 (Fig.1 

に示した折れ線の南側ではチェーンなし）に若干の差が生じたと思われる。

4. ペーリ ング海東部陸棚における標識放流調査

1) スケトウダラ

Fig. 1に示した地点で、手釣により 250尾、 トロール網で漁獲された約 3,700尾に

ついて、ビークーセン型ディスククグを用いて標識放流を行なった。

この調査の際には漁獲組成や体長組成の調査は行なわなかった。

2) コガネガレイ

定点調査の際 Fig.lに示された定点において漁獲されたコガネガレイのうち大型

（約 30cm以上）の個体を選んで、ピークーセン型ディスククグを用いて、約 3,800尾

を標識放流した。

放流したコガネガレイの重量は、体長級別重量表を用いて推定し、漁獲組成に加えて

ある。
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第 1図 ペーリング海大陸棚におけるトロール定点調査の定点位置

Fig, I Stations of the grid fishing survey on the flats 

of the Bering Sea by Tanshu-rnaru, 1971, 

X = Trawl operal ions匹 renot carried out 

O=Yell四 finsole匹 recaught for tagging 
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第 2図 ペーリ ング海大陸棚におけるトロール定点調査で

混獲されたオヒョウの尾数 (80分曳網）

Fig. 2 Number of halibut caught by the grid fishing with tr匹 Igear 

on the fla.ts of the Bering Sea, 1971. (for 80 minutes haul) 
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第 8図 ペーリング海大陸棚におけるトロール定点詞査で

漁獲された尾叉長 66cm未満のオヒョウの尾数

Fig. 8 Number of juvenile halibut (fork-length< 66 cm) 

caught by grid fiahing on the flats of the Beri嘔 Sea, 1971. 

0..Large halibut(FL ~ 66 om) were oa喝ht
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第 4図 ペーリング海大陸棚におけるトロール定点調査の

各定点別オヒョウの漁獲重量 （単位 Kf) 

Fig. 4 Weight of ha! ibut in Kg. by station of the 

grid fishing on the flats of the Bering Sea, 1971. 
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第 5図 ペーリ ング海大陸棚におけるトロール定点調査で

混獲されたオヒョウの定点別平均尾叉長

Fig. 5 Average forkーlengthof halibut in mm by station of 

the grid fishing on the flats of the Bering Sea, 1971. 
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第 6図 ペーリング海大陸棚におけるトロール定点調

査での定点別総漁獲量 （単位 Kg) 

Fig. 6 Vleight of total catch in Kg by station 

of the grid fishing on the flats of the 

Bering Sea, 1971. 
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第 2表 トロール定点調査で漁獲されたオヒョウの体長組成

Table 2. Fork-length frequency distribution of halibut 

caught by Tanshu-maru during the grid fishing 

on the flats of the Bering Sea, 1971.. 
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第 7図 ペーリング海におけるトロール定点調査のオヒョウ体長組成

一＇ 140 

Fig. 7 Fork-length frequency distribution of halibut caught by Tanshu-maru 

with trawl gear on the flats of the Bering Sea, 1971, 

尾叉長 尾 数 百分率（％）
Fork-length N匹 ber Composition 

- 20 2 0.29 

- 25 82 4.6 8 

- 80 24 8. 4 7 

- 85 96 13.89 

- 40 152 22.00 

- 45 205 29.67 

- 50 101 14.62 

- 55 25 8.62 

- 60 14 2.08 

- 65 ， 1.30 

- 70 10 1.46 

- 75 7 1.01 

- 80 4 0.58 

- 85 1 0.14 

- 90 

- 96 2 0.29 

-100 

-105 2 0.29 

-110 

-116 1 0.14 

-120 1 0.14 

-125 

-180 1 0.14 

-185 

-140 1 0.14 

-145 1 0.14 

＾ ロ

計 691 99.98 
Total 
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第 1表 ペーリング海大陸棚におけるトロール定点調査による漁獲物とその組成（総定点 152)

Table 1. Weight and composition of fishes caught by Tanshu-Maru during the grid fishing with trawl gear on the flats of the Bering Sea, 1971. 

魚 種 名 魚 ．種別漁獲量
漁獲量順位 漁獲組成Name of fishes . catch by species 
Ranking Canpos i-

日 本 名 英 語 名 A子u. 名 総量 (152ひき網） 平均 (1ひき網当，） of catch tion ()() 
Japanese name English name Scientific name Total (152 hauls) Mean (per haul) 

ロス ケガレイ Ye11owfin sole Limanda aspera 11,052.5 72.71 2 13.96 

アプラガレイ Turbot Atheresthes stomias 288.0 1.86 12 0.86 

アサバガレイ Rock sole Lepi dopset ta bilineata 4,527.1 29.78 4 5.72 

シ 口 ガ レ ィ Flathead sole Hippoglossoides elassodon 1,509.2 9.98 ， 1. 91 

キ ガ レ ィ Alaska plaice Pleuronectes pallasii 2,086.9 18.78 7 2.64 

¥＼,I 

オ ヒ ヨ ウ Halibut Hippoglossus stenolepis 751. 7 4.95 11 0.95 

カラスガレイ Greenland ha) ibut Reinhardtius matsuurai 144.6 0.95 15 0.18 

その他のカレイ類 Other flounders 14. 7 0.10 21 0.02 

（カレイ類小計） (Sub-total of flounders) (20,869.7) (184.01} (25.73) 

キ ン＇ ダ ラ Blackcod Anoplopoma fimbria 5,265.8 84.64 8 6.65 

マ ダ ラ Tr.ue cod Gad us mac rocephalus 2,748.8 18.08 5 8.47 

スケトウダラ Pollack Th_eragra chalcogramma 44,818.7 294.86 1 56.60 

（クラ類小計） (Sub-total of cods) (52,832.8) (847. 58) (66.72) 

アラスカ メヌケ Pacific ocean perch Sebastodes alutus 12.2 0.08 22 0.02 

二 シ ン‘ Herring Clupea pallasii 1,788.5 1 1. 44 8 2.20, 

キュウリウォ類 Smelts Osmeri dae spp, 192.5 1.27 14 0.24 

力 ジ 力 類 Sculpins Cottidae spp. 2,517.5 16.56 6 3.18 

卜 ク ピ レ類 Poachers Agonidae spp. 104.5 0.69 19 0.18 

ゲ ン‘ ゲ 類 Eelpouts Lycodapodidae spp. 767.5 5.05 10 0.97 

ク サ ウ ォ類 Sn ai lfis hes Liparidae spp. 46.0 0.80 20 0.06 

工 イ 類 Skates Rajidae spp. 206.8 1.86 1 8 0.26 

その他の魚類 Other fishes 182.6 0.87 17 0.17 

（その他の魚類小計） (Sub-total of the other fishes) (5,718.1) （ 37.62) (7.22) 

魚 類 メ口 計 Total weight of the fishes 78,920.6 519. 21 99.67 

タ コ・ イカ類 Squid, Octopus 116. 7 0.77 18 0.15 

ホッコクアカエピ＊） Pink shrimp*) pandalus borealis*) 142.7 0.94 16 0.18 

（その他小計） (Sub-total of the others) （ 259.4) （ 1.71) (0.88) 

漁 獲重量合計 Total weight of catch 79,180.0 520.92 

＊）キクアカエピ (P.goniurus) を含む
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REPORT ON BIOLOGICAL RESEARCH ON GROUiiJDFISH Il'f---

THE NORTH PACIFIC 1~-MA.R~71 

. by Kiyoshi W咄 abayashi-
Fisheries Agency of Japan 

The Fisheries Agency chartered the fishery ~raining vessel 生巴些凸—

maru, Kasumi Fishery High School, from April to July, and conducted the 

following 50-day investigation. 

l. Investigation of the school structure of Pacific ocean perch in 

the Gulf of Alaska. 

．
 

2. Blackcod tagging experiment in the Gulf of紅 aska

・3. Invest涎；ationat fixed stations by trawl net on the eastern Bering 

Sea flats 

4.・ Tagging experiment on the eastern Bering Sea flats. 

Description of the research vessel u1ed is as follows: 

Name: Tar'1shu-maru 
Vessel No.: 104794 
Gross tonnage: : 29l.93 g. t. 
Material: : Steel 
Main engine: Diesel 800 h.p. 
Aux. engine: Diesel 160 h.p. X2 
Propeller: Variable pitch 
Speed: : 10.0 kt 
Trawl winch: : 10 ton X 60m/min 
Gear: Stern trawl 

The following is an outline of the results of each investigation. 

1. Investigation of the school structure of Pacific ocean perch 

in tl:.;.~ Gulf of Alaska 

This investigation was conducted in the waters from off the 

Shum昭 inIslands to off Montague Island (mainly off Montague Island) 

/ for ten days i'rom May 12 to May.29.. The gear used wa戸 afour-panel函 e

trawl n点t.
-1-
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Detecting the single image type school through fish finder, the 

trawling was intended_ to catch from that single school in a short time, 

and various characteristics of.the Pacific ocean perch school were investi-

gated. 

The catch was sorted by species四1dcatch composition was examined. 

Regarding Pacific ocean per~h, 300 individual fish were determin~d by sex, 

then fork lengths were measured and scales sampled for 150 male arid 150 

female fish_. Two or three cases of frozen samples were collected from 

each haul. Pollock and blackcod also were examined for size composition 

and a part of those samples were:f'rozen for laboratory use. 

A high speed larvae collector was used for two days to collect 

rock.fish larvae. Four hauls w紅 emade in the 20 m depth layer and four 

in the 50 m depth layer in the direction of right ar.1gle transverse of the 

.、
Alaskan Stream, and two hauls were made in the lO m depth layer along the 

Alaskan Stream. However, no rockfish larvae were collected. Each of 

these hauls was three hours. 

The halibut catch by 38 trawl operations (total cS:tch, 61,460.2 kg) 

was 168 fish (566.2 kg). The percentage rate of halibut in weight was 0.92o/o. 

Of the 38 hauls, there were 12 in which pollock was the pre?-ominant species 

caught. and in these 12 ha直 s(total _catch, 12,677.5 kg) halibut incidence 

was 159_ fish (531. 7 kg) or 4.19o/o. Pacific ocean perch were predominant 

in 26 of the 38 hauls and in these (total catch, 48,782.7 kg) halibut 

incidence was 9 fish (34.5 kg) or 0.07%. 

2. Black cod tl:l:艇廷!l~eriment in the Gulf of Alaska 

The blackcod tagging experiment was conducted in the areas off 

Kodiak Island and off Montague Island for three days.fr'om May 16 to 

May 18. Blackcod were caught by a four-panel type trawl net. 

The catch weight was measured by species and catch composition was 
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examined. About l,lOO viable blackcod with no outside injuries were tagged 

with Peterson type disk t昭 sandreleased. Body weight of each released 

fish was estimated from the weight-size class table. Other blackcod 

were examined f'or size composition by sex, and aie characteristics were 

sampled. Part of'the other blackcod weュ•e frozen f'or samples. No halibut 

were caught in this operation. 

3.):ny-e_stig_1;3,_"li_~ trawl net on the 

eastern Bering Sea flats 

As a continuation of investigations which began in 1966, 

155 stations were ~et for the trawl net investigation in 1971 (Fig. 1). 

At three of the stations traw~ operations were cancelled in order to avoid 

possible d皿哭；eto gear used by, commercial vessels. 

The trawl gear used was the same net--two-panel net, "Nimai-ami"--

゜which has been used since the 1966 cruise. Operational proced匹 esat each 

station were identical to the previous expeditions, that is, 30 minutes 

straight line trawling. At each station, in addition to the trawl 

operations, water temperatures at cert~in layers and at the bottom were 

observed・by BT. Fish eggs and larvae samples were collected using a 

larval net which was towed vertically from 50 m depth to the surface on 

every operation day. At four stations and other three positions, samples-

of bottom organisms were collected using a beam trawl, in addition to the • 

ordinary trawl fishing. 

At each station, catches were first weighed by species and then 

the size composition was obtained for halibut, yellowfin sole, rock sole, 

flathead sole, lemon sole, starry flounder, pollock, Pacific cod, herring, 

etc. All halibut caught were sampled as frozen fish. Flatfishes other 

than halibut ~d pollock were sampled about 20 kg as frozen samples at 

every other station. 
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The total numbe・r and weight of halibut caught (Fig. 2, Fig. 4), the 

number under 66 cm (Fig. 3), the average fork length (Fig. 5), and the 

total catch weight (Fig. 6) are shown for each station. Catch composition 

(Table 1) and size composition of halibut (Fig. 7, Table 2) in this 

investigation are shown for each station. 

In the course of operation, it was noticed that a part of ground 

rope attached to wing net did not seem to contact to the bottom fully. A 

total of 60 kg of chain was fixed to the ground rope at_ each end and 

the center. Therefore, the two fishing efficiencies (in the area south 

of the polygonal line shown in Figure l* the chain was not affixed) seem 

a little different from each other. 

．．
 

*Translator's note: No polygonal line is shown in Figure 1. 

゜
4. T~ Sea f'lats 

(1) Pollock 

Pollock were tagged, 250 f'ish :f'rom the catch of'handline and 

about 3,000 f'ish f'rom the trawl catch, with Peterson type disk tags and 

releas~d at th戸stationsshown in Figure 1. No catch composition or 

size composition measurements were taken in this tagging operation. 

(2) Yello冠 insole 

During the trawl investigation at the f'ixed stations, tagged 

yellowf'in sole were released at the stations shown in Figure 1. Selecting 

viable f'ish (and greater th年 30cm in l~ngth), e,bout 3,800 yellc~rfin sole 

were tagged with Peterson type disk tags. The weights of'those released 

f'ish were estimated f'rom a weight-size class table, a.rid were added to the 

catch compositions at each station. 
／ 

-4-


