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Estimation of vulnerability of trawl survey gear is indispensable for 
obtaining estimates of population abundance. As abundance estimates 
of the tanner crab population in the eastern Bering Sea by Japanese 
and U.S. scientists have been based on the results of grid surveys 
using trawl gear, an estimation of the vulnerability of survey trawl 
nets has been a pressing need. A Japan-U.S. joint survey program 
using the ATA method (alternate tail attack) was conducted in 1979 and. 
1980 to obtain vulnerabilities of the survey gears but no agreement 
was reached on the figures of vulnerability. 

The results of tagging experiments for estimation of vulnerability of 
trawl survey gear~ which were carred out by authors independently of 
the joint survey, are reported here •. 

Method 

The experiment was carried out during the period 1981 May 23 to 25.· 
Twelve tagged crab release lines were established in a north south 
direction in a tagging area two miles square with the northwest point 
at 57ol2 1 N, l72000·W (Fig. 1). On each line, 500 tagged crabs 
were released at similar intervals. Each crab was released with a 
tiny wei ght so as to r.each the pl anned spots on the bottom. The 
weight was devised so that it would separate easily from the body of 
the crab after the crab reached the bottom. The·6,000 crabs used for 
the experiment were caught by pots. 

After release of all tagged crabs, and before the start of trawling in 
the tagging area, trawling was conducted around the perimeter of the· 
area to gather data for estimating the dispersion of tagged crabs. 
The experimental trawl area was 0.8 miles in a north south direction 
and two miles in an east west direction in the center of the tagging 
area (Fig. 2). The number of tagged crabs in the trawl experiment 
zone was estimated as follows--
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6,000 crabs x 0.8 miles = 2,400 crabs 
2.0 mil es 

One tow was conducted along seven trawl paths intersecting the rel ease 
lines with a 0.1 mile distance between tows to avoid overlap. Fixing 
the vessel position at the release points for tagged crabs and for 
trawling was determined by a combination of loran C and satellite 
navigation systems. This was considered to be the best for 
determining the position of the vessel. 

Resul ts 

Estimation of effective number of released tagged crab 

A total of 77 crabs were recovered in seven tows of the trawl net in 
the experimental zone. The trawl experiment zone was subdivided into 
subareas with 0.2 mile width and a center line of each trawl path. 
The relationship between release and recovery for 77 recovered crabs 
was studied on the basis of subareas (Table 1 and Fig. 2). 

Recoveries of tagged crabs in the subarea of release predominated and 
constituted about 53% of the total recovery~ and recoveries decreased 
gradually departing from the subarea of release (Fig. 3). By using 
these resu1 ts, dispersion from the trawl experiment zone will be 
estimated as fol10ws--

Subarea 
"A B C D 

7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 3.8 
7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 3.8 

7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 3.8 
7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 

12.5% 79.2% 8.3% 
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Dispersion of crabs to the direction of north and south was estimated 
to be 20.8% or 499 crabs (2,400 crabs x 0.208 = 499 crabs). 
Di spersion of crabs al so occurred to the east and west and was 
estimated as follows. Recoveries of tagged crabs by trawl around the 
tagging area were six crabs to the north and south and 11 crabs to the 
east and west. Assuming that those two figures are relative values of 
di spersions to the north and south and to the east and west, and as 
the length of the side of the trawl experiment zone was 40% of that of 
the tagging area, the following calculation is possible--

499 crabs x 11 crabs x 0.4 = 366 crabs 
6 crabs 

Thus, the total di spersed crab from the trawl experiment zone was 
estimated to be 865 crabs (499 crabs + 366 crabs = 865 crabs) and 
effective number of releases in the trawl experiment zone was 
estimated as 1,535. 

Estimation of vulnerability of the trawl survey gear 

Vulnerability of the trawl survey gear is--

R: Effective number of releases in the trawl experiment zone 
S: Swept area (square miles) per one tow 
r: Number of recovered tagged crab 
A: Area of the trawl experiment zone 
T: Number of tows 

V = r 
R -.S. T. 
A 

From the results of the experiment--

r = 77 R = 1,535 A = 1.6 S = 0.02065 T = 7 

Therefore V = 0.555 
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In estimation of biomass of crabs in 1979 and 1980, an estimate of the 
vulnerability of the Japanese trawl survey gear of 0.345 as calculated 
from the experiment in 1977 was used as the best estimate at that 
time. However, the result acquired from the experiment in 1981 would 
be more accurate than the aforementioned fi gure because the size and 
detailed procedure of the experiment in 1981 exceeded those of the 
past experiment. 

TABLE 1 AND FIGS. 1 TO 3 ARE IN ENGLISH IN. THE JAPANESE DOCUMENT 
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Fig. 3. Relative distribution of tagged crab recovered. 

Table 1 Number of tagged crabs recovered, by sub area of release and recovery 

Sub area of release 

Trwa1 Sub area Ao AB BC CD Do Total CPUE 
path of A B C D crabs 
number recovery recovered 

1 A 6 1, 0 0 , , , , , , , , 
"-2 AB 1 12 0 0 1 , , , , , , , , , 

3 B 3 , '5 - 4 2 , , , , , 
1 0.5 , , 1 4 BC 2 0 ., 9 1 , , , , , 

'-
, , , 

5 C 0 2 4 1 "-, , , "-
'-

, 
3 0.75 

6 CD 0 '1 ' 3 ' 7 1 , , , , 
'2 

, , 
7 D 1, 1 6 , , , 

" , , 
" 

, 
Total crabs 2 4 10 49 

8 1.33 
recovered 

CPUE 1 1 1.67 7 
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標識放流実験による調査トロール網

の採集効率の推定

遠洋水産研究所藤田 睡

西海区水産研究所竹下貢

トロール調査に基づく資源尾数の推定においては、調査に用いられる漁具の採集効率の評価が不

可欠である。

東部ベーリング海のズワイガニ資源尾数の推定は、日米両国ともトロール網による定点調査の結

果に基づいており、調査トロール網の採集効率の推定は急務であった。

このため、 1979、， 80年の 2年にわたって、日米協同で交互追尾操業 (ATA)実験を行い採

集効率の推定を試みたが、両国が合意できる推定値は得られなかった。

これとは別に筆者等は、 1980年に標識放流による調査トロール網の採集効率推定の実験を行っ

たので、その結果を報告する。

方法

実験は、 5月23日-25日の間行われた。 57
0

12'N、 172
0

00'Wの点を北西の端とする南北

2マイル(海里)、東西 27イJレの標識放流区内には、南北方向に 12本の放流ラインを設定し、

各ラインには 500尾ずつの標識ガニを等間隔になるよう放流した(図1)。そのため標識ガニは、

できるだけ所定の位置に着底するように鍾りをつけて放流されたが、この鍾りは、着底後しばらく

してカニから離れるようにして取り付けられた。放流に用いられた 6，000尾のカニは、すべてカニ

かごによって採集された。

標識ガニの放流が完了し、 トロール実験区で曳網が始められる前に、放流区の周辺でトローJレ曳

網を行い、標識カ*ニの逸散を推定する資料とした。

トロール実験区は南北 0.8マイル、東西 2マイルとし、放流区の中央部に設けられた(図 1参照)。

したがって、 トロール実験区内の標識ガニの放流尾数は、

0.8マイル
6，000尾×一一一一一一一=2，400尾 となる。2.0マイル

この実験区の中で、放流線に直交するように7回の曳網を行ったが、各曳網は互いに重ならないよ

うに 0.1マイルの間隔をとった(図 2)。

放流及びトロール曳網時における船位の測定は、現在では最善の方法とされるロランCと人工衛

星航法装置によって行った。
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結果

有効放流数の推定

トロール実験区内で行われた 7回の曳網により放流 2，400尾のうち、 77尾が再捕された。

トロール実験区を、各トローJレパスを中心とする 0.2マイル間隔の小区域に区分し、再摘された

77尾の標識ガニをその小区域により分類して、放流一再捕の位置について検討した(表 1及び図

2多照)。標識ガニの再捕は、放流された小区域内での再捕が震も多く、再捕ガニの約 537ぢを占

めており、そこから離れるにつれて再摘が少なくなる(図 3)。この結果から、 トロール実験区内

においてどの小区減からも同じように逸散があったとすると、 トローJレ実験区全体からの逸散は以

下のように求められる。

Sub area 

A B C D 

7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 3.8 

7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 5.7 

7.5 7.5 12.6 52.8 10.2 

7.5 7.5 12.6 52.8 

12.5% 79.2% 

すなわち、南北方向への逸散は 20.8%となり逸散個体数は、

2，400尾 x0.208 = 499尾 と計算される。

3.8 

5.7 3.8 

10.2 5.7 3.8 

8.3% 

逸散は、南北方向のみでなく東西方向へも起ると考えられるが、東西方向への逸散は放流区の周

辺で行ったトロールの結果によって次のように推定した。すなわち、放流区周辺のトロールによる

標識ガニの再捕は、放流区の南北側で 6尾、東西側で 11尾であった。

これを南北方向と東西方向への途散の相対的な値とすると、 トロール実験区の東西方向の長さは

放流区の 40%であるから、実験区から東西方向への逸散は、

11尾x0.4 499尾 xu ~'~ u. "% 366尾 とみなされる。
6尾

したがって、 トロール実験区からの標識ガニの逸散総数は 865尾と見積られ、実験区内の標識ガ

ニの尾数(有効放流尾数)は 1，535尾と推定される。
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採集効率の推定

調査トロール漁具の採集効率Vは、

R:実験区内の有効放流尾数

s. トロール l曳網の面積(平方マイル〉

r 標識ガニの再捕数

A'実験区の面積(平方7 イル)

T: トロールの曳網回数

とすると、

V=n r で表わされる。
2・S • T 

実験の結果から、

r = 77 R = 1，535 A = 1. 6 S = O. 02065 T = 7 であるから、 v=O.日5

となる。

1979年と l随O年におけるバイオ 7 ス推定には、日本の調査トロール網の採集効率として 1977年

の実験結果から推定された0.345を、その時点では入手可能な最善のものとして適用している。し

かしながら、本実験はその規模と精密さにおいて前回の実験を上まわるものであるから、得られた

上記の結果はより精度の高いものであると考えられる。
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