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Summary Report on Japanese Salmon Investigations in 1981 

North Pacific Resources Division, 

Far Seas Fisheries Research Laboratory 

1. Outline of Japanese Survey in 1981 

a. Salmon 

i. Research on board research vessels (Docs. 2437 and 2438) 

The Japanese salmon investigations were conducted by nine.' 
.' 

'research vessels in 1981. One vessel simultaneously car-

ried out investigation on. Dall's porpoise as. a U .S .• ~ .Japan 

joint research vessel in its first cruise. The research 

period was from April to August, which was almost similar 

to that in the previous year. The research areas were 

( 
mainly located in the northwestern Pacific Ocean and the 

central Bering Sea, and some investigations were also car-

ried out in the Gulf of Alaska. Surveys were not implemented. 

in the Sea of Okhotsk, nor within the 200-mile fishery zone 

of the U.S.S.R. (Figure 1). 

Fishing gears were gillnets and/or longlines, the type and 

number of which varied slightly according to purpose of 

the survey. 
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The vessels, Hokushin maru, Iwaki maru and'Kumamoto maru, 

were engaged in research activities to obtain the infor-

mation on distribution' and abundance of and biological data 

on salmon in the northwestern Pacific Ocean. They used non-

selective research gillnets (hereinafter called "c" nets) 

with 10 different mesh sizes (48 rom, 55 rom, 63 rom, 72 mm, 

82 mm, 93 mm, 106 mm, i21 rom, 138 mm, and 157 mm) and the 

( 
common gillnets (hereinafter called "A" nets) with mesh 

sizes and structure similar to the gillnets used by com-

mercial vessels. 

Another three vessels, Hokuho maru, Riasu maru No.2 and 

Hokko maru, were engaged in the tagging experiments, for 

the study of the continental origin of salmon distributed 

in the waters south of 46°N. The first two vessels used 

longlines in addition while the third vessel used only 

longlines. 

HOYo maru, during the first cruise, carried out her activ-

ities as one of the catcher boats grouped under a mother--

ship fleet, by using the almost similar number of common 

gillnets with that of commercial vessel and non-selective 

research gillnets for investigations of the marine mammals, 

particularly Dall's porpoise, which were incidentaly caught 

by the salmon gillnets. During its second cruise, the 
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vessel was engaged in the research activities to study the 

continental origin of salmon migrating to the international 

waters of the Bering Sea, using both the gillnets having 

the same structure as those used by research vessels and 

longlines. 

The vessels, Oshoro maru and Hokusei maru, were engaged in 

the activities to collect the information and biological 

data of pelagic fish including salmon, squids, etc., using 

the common gillnets and the nets with 10 different mesh 

sizes in addition to the gillnets with special mesh sizes 

(such as 25 mm, 30 mm, 33 rom, 37 mm, 42 mm, 130 mm, 179 mm, 

204 mm & 233 mm) and longlines (in the case of Oshoro maru). 

The research vessels conducted the research activities 

using gillnets and longlines, made biological measurements 

of the catch, and tagged fish still vivid out of those 

caught by longlines. All the vessels executed oceano~ 

graphic surveys and carried out research on animals (fishes, 

squids, sea birds, & marine mammals) which were incidentally 

caught by these gears. 
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Gillnet Research 

The gillnet research in 1981 commenced on April 28, at a 

little earlier time than in the previous year and was com-

pleted on August 5. A total of 287 research operations were 

conducted during this period of time. In the northwestern 

Pacific Ocean, the research by gillnet was basically con
~ 

ducted at 5° intervals of longitude. Some additional re-

search efforts were made to investigate the immature sockeye 

salmon in waters south of the Aleutian Islands in July. 

Such operations as to collect the biological data in con-

junction with tagging were also carried out as well as the 

operations to. investigate Dall's porpoise/salmon in the 

fishing ground of mother-ship fleets. The research opera-

tions in the Gulf of Alaska on l45°W were also made as done 

in 1981. 

In April, one vessel made two gillnet operations in waters 

west of l55°E. In May, 6 research vessels made a total of 

93 gillnet operations in the North Pacific Ocean west of 

l75°W. In June, 7 research vessels made 58 gillnet opera-

tions in the same area. In July, the gillnet research was 

conducted by eight vessels in three areas. In the north-

western Pacific Ocean west of l75 Q W, six vessels conducted 

97 gillnet operations. 
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In the central Bering Sea, one vessel conducted 18 gillnet 

operations. In the Gulf of Alaska, one vessel made 9 

gillnet operations along 145°W between 48° - 56°N. In 

August, two vessels continued to operate and made 6 gillnet 

operations in the northwestern Pacific Ocean and 4 gillrtet 

operations in the Bering Sea • 

• 
I.ongline Research 

The longline operations in 1981 commenced from May 1 and 

ended on August 4. During the period, a total of 138 

longline operations including 128 tagging operations were 

conducted. Efforts of the longline research operation were 

mainly exerted to clarify the continental origin of salmon 

distributed in the waters south of 46°N as provided in the 

International Convention for the High Seas Fisheries in 

the ~rorth Pacific Ocean. The major efforts were concentrated 

in waters 42° ~ 47°N and 175°E ~ l75°W. Also in the Bering 

Sea as well as in the Gulf of Alaska, the tagging operations 

were made by using longline. 

In may, two research vessels made 47 sets in waters 42°-47°N 

and 175°E ~ 175°w. The main target species for tagging 

in this period were sockeye and pink salmon. In June, 

four research vess~es made 21 sets in waters 42°-47°N 
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l79°E '" l75°W, with primary target species'of so.ck~ye, coho and 

pink salmon. In July, the longline research was carried 

out in three areas by five research vessels. Three vessels 

operated a total of 56 long line sets in the north Pacific 

primary target species for tagging being coho salmon. 

One research vessel made seven longline sets in the central 

Bering Sea. The main target species were .cninook;ano·chum 

salmon. One research vessel conducted six longline opera-

tons along l45°W in the Gulf of Alaska. In August, one 

vessel made one long line set in the Bering Sea. 

ii. Research on Board Mother-ship (Doc. 2437) 

The mother-ship salmon fishery in 1981 was conducted by 

four mother-ships and 172 catcher boats (each of the mother-

ships was accompanied by 43 cather boats). The mother-ship 

fleets left Hakodate on May 26, and returned to Hakodate 

between July 30 and August 1. . The landings to the 

mother-ships by catcher boats commenced on June 2 and. 

completed on July 24 - 26 for a total of 214 landings. 

In June, there were 116 operations within a narrow area, 

south to north, between l70E and l75E in the North Pacific 

Ocean. In July, the operation was conducted 70 times in 

the Pacific Ocean and 28 operations in the Bering Sea. 
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Daily catch statistics were collected on board the four 

salmon-mother ships. Records of fork length, body weigh~, 

gonad weight, sex and collections of scales were made for 

up to 60 sockeye salmon and up to 30 of each other species 

on each mothership every landing day. The number of salmon 

measured on mother_ships in 1981 were 27,400 in all, con-

sisting of 12,019 sockeye, 6,108 chum, 6,118 pink, 1,114 

coho, & 2,041 chinook. The oce&lographic surveys were made 

every day at noon aboard the mother-ships. 

iii. Investigation by U.S. Observers (Doc. 2437) 

--
During the 1981 fishing season, one salmon observer & one 

observer for marine mammals of U.S. were aboard each of 

the 4 mother-ships, and 2 investigators for Dall's porpoise 

to stay aboard each of 2 catcher boats with a total of 4 

investigators, making the total number of investigators 16 

of the U.S. were aboard. Of the U.S. personnel, the formeE 

group was to monitor the salmon fishing operation in the 

U.S. Fishery Conservation Zone as well as -to collect the 

biological data. And the latter personnel were to conduct 

the investigations of marine mammals, particularly Dall's 

porpoise incidentally caught by salmon gillnets. The U.s. 

obserVers stayed aboard each of the 4 mother-ships for a 

period of 36 to 46 days making a total of 156 days. 
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The number of the u.s. scientists who stayed aboard the 

Japanese salmon research vessels in 1981 was 2 on Oshoro maru, 

1 on Hokusei maru, 1 on Kumamoto maru, 3 on Hoyo maru, making 

the total of 7. Their objective was to research on the marine 

mammals incidentally caught by salmon gillnets. 

b. oceanograp~y (Doc. 2439) 

(. Oceanographic studies of the northwestern North Pacific Ocean 

were conducted. The analysis of the data collected during the 

May - July period of 1981 was made with respect to the location 

of the Western Subarctic Water and the Alaskan Stream. 

2. Review; of ~esults of Studies on Continent of" Origin (Doc. 2438) 

Japanese research vessels conduc~ed salmon tagging operations during 

eight separate cruises from May to August, 1981, in the North Pacific 

Ocean, Belring Sea and Gulf of Alaska. Salmon were captured by 

longline, tagged and released in the waters between 42°28'-50034'N 

and between 171030'E-175°28'W in the North Pacific Ocean, in waters 

between 55°59'-58°07'N and between 177°01'E-176°54'W in the Bering 

Sea, and in waters between 51 0 00'N-55°54'N and between 145°06'-

144°46'W in the Gulf of Alaska. In total, 12,970 salmonids were 

caught, and 4,188 were tagged and released. The number of fish 

tagged by species was 565 sockeye, 1,767 chum, 1,322 pink, 452 

coho, 53 chinook salmon, and 29 steelhead trout. 
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Tagging and releasing operations were centered on the areas south 

of 46°N for sockeye, coho, & pink salmon. The tagging efforts in 

1981 were particularly concentrated in waters between 42°~46°N and 

175°~175°W by using 2 research vessels. In addition, one special 

vessel was assigned for tagging operations in the North Pacific 

Ocean. The area of distribution of sockeye and coho salmon in 

waters south of 46°N and the area where tagging was done were com-

pared, and it was found that in May sockeye salmon were distributed 

175°~175°W, and that the tagging area corresponded to the southern 

section of the eastern side of the distribution area. The point 
.' 

of occurrence of coho salmon was within the tagging area. In June, 

the distribution area of sockeye salmon moved northward. Coho 

salmon increased its distribution density within the tagging area. 

In July, sockeye salmon was distributed in high density in waters 

south of the Aleutian Islands, and the tagging area became the 

major distribution area of coho salmon. 
Fifty-three recoveries of salmon tagged in the North Pacific 

Ocean and the Bering Sea in the period 1979 to 1981 and eight re-

coveries of salmon tagged in the period 1977 to 1979 were reported 

in 1981. The results of new recoveries are as follows: 

Sockeye Salmon 

One immature fish, released at 47°31'N, 177°32'E· on July 19, 1979, 

was re·covered at Sekiu in the Strait of Juan de Fuca. This is a 
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westward extention of the' known ocean distribution (172°03 !W) of im-

mature ~ockeye salmon originating from Puget Sound and southern 

British Columbia. One immature fish, released at 56°30'N, 176°30'W 

in the Bering Sea on July 18, 1980, was recovered at Naknek in 

Bristol Bay on July 9, 1981. The past recovery records show that 

immature fish, released at 58°4i'N, 177°14'E on July 17, 1965 and 

at 58°02'N, 177°26'E on August 14, 1968, were recovered in July of 

the the following year respectively at ~~~1ek-Kvichak. These two 

recoveries show the western limit of ocean distribution in the 

Bering Sea of immature sockeye salmon originating from Bristol Bay. 

One immature fish, released at 50028'N, 172°40'W on August 8, 1978, 

was recovered at Naknek-Kvichak in early July, 1979, which supports 

previous findings. Eleven other sockeye salmon were recovered on 

the high seas. 

Chum Salmon 

The new recoveries includes three chum salmon captured in the coastal 

areas. One immature fish, released at 47°29'N, 172°29'E on July 29, 

1977, was recovered at the Kamchatka River estuary on August 21, 

1980. This extended the southern limit of ocean distribution of 

immature chum salmon originating from East Kamcha~~a. One chum 

salmon, released at 45°27'N, 163°53'E on May 16, 1978 and recovered 

in the Amur River, and another chum salmon, released at 46°26'N, 

171000'E in September 1978 and recovered in Nuivo Bay on the 
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northeastern coast of Sakhalin, support the previous findings. 

Bes_ide the afore-said three recoveries, the recovery of 24 fish 

was made on the high seas. One recovery of them was noted, that 

was released at 43°30'N, 176°30'W on May 12, 1981 and recovered 

at 56°08'N, 178°l5'E in July of the same year. This recovery 

shows migration of chum salmon from southern waters to the Bering 

Sea. 

pink Salmon 

One pink salmon, released at 44°33'N, l75°33'E on June 1, 1979 and 

recovered in the Kamchatka River estuary on July 11 of the same 
.' 

year, and another fish, released at 44°3l'N, 179°33'E on May 17, 

1980 -and recovered in the Karaginskiy district extended slightly 

~e southern limit of East Kamchatka pink salmon (previously known 

to be 45°30'N). Two recoveries of pink salmon, released at 44°28'N, 

l64°3l'E on June 28, 1980 and recovered in the Kolj River of West 

Kamchatka on August 12 of the same year extended the eastern limit 

of West Kamchatka pink salmon (previous known to be 163°54'E). 

Seventeen other pink salmon were recovered on the high seas. 

Chinook Salmon 

One immature chinook salmon, released at 49°35'N, 172°03'W south 

of the Aleutian Islands on August 11, 1978, was recovered in the 

Kamchatka- River estuary on July 25, 1979. This was the first 
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recovery made in the Asian coastal waters, which gave a new finding. 

There were recoveries of chinook salmon released at 51018'N~176°28'N 

and at 5l029'NV176°34'W in July ~ August and recaptured in the 

following year at southeastern Alaska and in the Columbia River. 

These facts show that immature chinook salmon originating from 

both North America and Asia intermingle in waters south of the 

Aleutian Islands. 

3. Additional Information Regarding Distribution, Origin and Oceano
graphic Conditions (Docs. 2439, 2440, 2444 and 2445) 

The catch data obtained in 1981 through operations by research 

gillnets with 10 mesh sizes were examined (Doc. 2445). Since the 

research activities were just completed in August, the biological 

data were not yet compiled for use. The results obtained from the 

preliminary research data were: 

Sockeye Salmon 

In May, two locations with CPUE over 1.0 fish/tan were observed. 

They were the area near 48°~49°N, 1600~1700E and the area near 

46°N, 180°. Based on the past findings, the fish in the first area 

would be maturing fish, and those in the second area would be im-

mature fish. CPUE over 0.5 was observed around 180° south of the 

Aleutian Islands. But the range of the said area did not extend 

to waters south of Attu Island. The main distribution area of 
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sockeye salmon in June is in the north of 46°N. Tne area with 

CPUE over 1.0 extended from 47°~SooN, 167°~168°E and the eastern 
Island 

side off Attu to the southern side off Adak Island along the coastal 

waters of the Aleutian Islands. The main distribution area in July 

was around 49°N. The area with CPUE over 1.0 stretched from east 

to west in the north of SOON and in the south of the Aleutian Islands. 

The area with CPUE over 1.0 was widely extended in the central 

Bering Sea. Based on the past findings, the sockeye salmon thus 

distributed in July would be mostly immature fish. 

Chum Salmon 

Occurrence of chum salmon in May was widely spread. But CPUE was 

generally low. In the western part of the research area CPUE over 

1.0 were observed. But the extent of such area was not identified 

because the research activities were not conducted into the 200-

mile water zone of the U.S.S.R. CPUE over 1.0 was observed around 

42°N, 180°. The fish distribution in June moved to the north, and 

CPUE 1.0 or higher was observed over a wide area. In most of the 

waters south of 4s oN, a reduction in CPUE to lower than 0.5 was ob-

served. I~ July, CP~~ 1.0 or higher was observed over a wide spread 

of waters north of 47°N. In the central Bering Sea, CPUE was mostly 

2.0 or more, and an extremely high CPUE of over 11.0 was also noted. 
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Pink Salmon 

In the sou~ern half of the research area in May, an area with CPUE 

over 1.0 was extensively stretched from east to west. In the west 

° of 170~,the CPUE in the south of 4SN was high, and in the east of 

1700E,a high CPUE area stretched to further north. The main dis-

tribution area of pink salmon was in the south of 47°E. In June the 

o 
CPUE value got higher. Around 160E CPUE of 4.0 or more was observed 

exensively to the south and north of 42°~SooN. An extremely high 

CPUE of 18.0 or more was also noted. This high CPUE area extended 

up to almost 170oE. In the eastern side of the research area CPUE 

of 2.0 or higher was observed at the area near 4S~SloN, 17soeu180o. 

The fish distribution in July moved to the north, and in the east 

of 17soE, CPUE of 1.0 or higher was noted in the north of SooN. 

In the west of 16soE, a high CPUE of 5.0 or n~re was continued to be ob-

served from the previous month over an extensive area between 44° 

and SooN to the north and south, including an extremely high CPUE of 

lS.O or more in some areas. Around Attu Island and in the south of 

Aleutian Islands, the area with CPUE of 1.0 or higher" did not ex-

tend to the west longitude. In the central Bering Sea, CPUE over 

2.0 was observed to the southwest of the research area. 

Coho Salmon 

Over an extensively researched area in May, occurrence of coho 

salmon was limited in the area south of 42°N in the west of 1700E 
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· and the area south of 45°N in the east of 175°E, and CPUE of 0.5 

or higher was noted only in the southern part of the above latter 

area. In June, the distribution of coho salmon was widened to the 

north, but CPUE was generally low, and in the south of 47°N a wide 

area with CPUE of 0.1 was observed. In July, the area of occur-

rence of coho salmon became wider, and an area with CPUE of 0.3 or 

higher was widely observed. particularly in the area near 44°~ 

49°N, 180o~175°W CPUE over 1.0 was spread extensively to the north 

and south. In August, the research was only partial, but in the 

area 47°~50oN, 167°~176°E, CPUE over 1.0 was widely observed. 

Chinook Salmon 

In May, CPUE of 0.01 or higher was widely observed in waters 42°~ 

well as of 46°~48°N and 177°~178°E CPUE of 0.1 or higher was ob-

served. But the occurrence of chinook salmon was only sporadic. 

In July around 44°~50oN in the North Pacific and in the north of 

57°N in the Bering Sea, CPUE of 0.03 or higher was extensively 

observed. The highest CPUE observed was 0.2 in ~,e North Pacific 
., 

Ocean and the Bering Sea. 

Examination was made of the data of the immature sockeye salmon 

caught by the research gillnets of 10-mesh sizes in the southern 

waters off the Aleutian Islands (500~52°N) between June 29 and 
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June 16, 1981 (Doc. 2440). This was done as a continuation of 

successive studies made in the corresponding period and waters from 

1972 to 1980. The average CPUE obtained in 1981 was 0.86 for age 

·1 fish and 2.93 for age· 2 fish. 

Examinations were made of the biological data obtained through the 

mother-ship salmon fishery operations and the research vessel 

activities conducted in the Bering Sea from 1972 to 1980 (Doc. 247Q. 

The extent of the periods and the area in which the data was obtained 

in the Bering Sea opera tins by mother-ships vary from year to year 

on account of the fishery regulations. Also the number of the re-

search vessels that were engaged in the reserach activities during 

this period varied from 1 (in 1980) to 5 (in 1972), and the extent 

of the periods and the areas covered was not necessarily adequate. 

The ratio of chinook salmon caught to the total catches in the high 

seas fisheries is low. Also, due to the mesh sizes of the com-

mercial gillnets used and inappropriate timing of the research 

activities with the migration of mature chinook salmon, it was 

difficult to capture large fish. The information obtained under 

these circumstances, therefore, was limited. 

The average fork length of immature chinook salmon caught through 

sampling with C nets was 34.1 em-female and 34.8 em-male for age 

.1 fish and 53.7 em-female and 54.8 em-male for age· 2 fish. 

The male fish were a little larger. The comparison of the average 
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fork length between the fish caught in rate May and one 

caught in August showed the growth in this period. "A" nets were 

not able to catch age· 1 fish, but caught mainly age· 2 fish with 

the fork length of 48 ~ 50 em. 

The ratio of immature fish to the total catches of chinook salmon 

in the mother-ship fishery operations conducted in the Bering Sea ...... 
was 90.8% (in 1974) to 97.9% (in 1977) averaging 95.1%. As to the 

ocean age composition, the major composition was age' 2 fish 

(61.8 ~ 97.5%, averaging 86.3%), followed by age' 3 fish (2.4 ~ 

36.5%, averaging 12.7%). Sampling by C nets sho\o~ed d-ifferences 

in maturing ratio between male and female fish. Greater maturing 

ratio was noted of male fish-age . 1 (mature male 1.3%, mature of female 

0%) and age' 2 (mature male 6.8%, mature female 0.3%). However, 

as noted in the comparison of age· 3 fish (male 7.7%, female 5.7%), 

it should be bornein mind that these research activities were made 

after mature fish had left the offshore waters. 

Since there was not sufficient information to be able to determine 

CPUE of chinook salmon caught by the mother-ship fisheries in the 

Bering Sea and its fluctuation from year to year, we arbitrarily 

chose a period and area in which we had obtained comparatively suf-

ficient information. Based on the information obtained in the 

research activities made between late June and late July in the 

area between s6°~60oN and 17so~17SoW, we studied fluctuation of 
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CPUE of chinook salmon from year to year, and noted cyclical change 

of 4 to 6 years. For example, using the year 1964 when CPUE was 

comparatively high as a basis,' a high CPUE was observed every five 

years thereafter that is, 1969, 1974, 1979 showed high CPUEs. 

The years immediately following the said years, ~~at is, 1970, 1975, 

1980 had also high CPUEs except 1975. In other years, CPUE was 
• 

relatively low. This seems to be relevant to the fact that majority 

of chinook salmon caught in the above period and area is 4 years-

old fish and that mature age of chinook salmon is 5 ~ 6 year-old, 

and suggests the existence of dominant broad year-class . 
... 

In scale pattern analysis of coho salmon for the study of the con-

tinental origin, it is necessary to solve the problem regarding 

age determination of this species particularly in its fresh water 

stage. For this purpose biologists made comparative examinations of 

scales & otoliths of coho salmon caught in the northwestern Pacific 

Ocean and the Okhotsk Sea during July and September, 1976. 

(Doc. 2444) . 

At the border between the fresh water and ocean zones there is a 

zone where width and spacing of circuli is intermediate. This zone 

is considered to correspond to the growth during the spring and 

summer before downstream migration after the last wintering in the 

fresh-water (called "plus growth zone"), and to the growth in the 

brackish or coastal waters (called "coastal zone"). In this case 

- 19 -



when a migration check is formed between the plus growth zone and 

the coastal zone, theborder between both zones is distinct. 

But in most cases when there is no clear formation of a migration 

check, it is often difficult to determine the border of the zones. 

In coho otoliths, the migration checks were not clear. 

The difficulty in age determination of coho salmon are caused by 

{ diversity of shape of the winter zone and false annual rings. 

For the 499 coho salmon in this study, the age determination by 

scales and otoliths agreed by 94% and disagreed by 6%. The reason 

for disagreement were found in both scales and otoliths. On oc-

casion, it was impossible to determine the age, even when comparing 

the scale and the otolith. Disagreement on age determination hap-

pened only with the fresh water zone and not with ocean zones. 

In Japanese age determination of coho salmon, the recent tendency 

was that weak annual rings in the fresh water zone and the annual 

ring, which forms near the focus, were often regarded as false rings. 

The estimated age composition of mature coho salmon obtained by a 

comparison of scales and otoliths was as follows: 2.0 ~ 1%; 1.1 

18%; 2.1 ~ 77%; 3.1 ~ 4%. The proportion of age 1.1 was lower than 

in the previous years (Godfrey et al., 1975), but the proportion 

of age 2.1 was higher. Presuming that we can discount correctly 

false annual rings such as migration checks and summer checks, it 

is also possible to discount incorrectly some true annual rings. 
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The oceanographic conditions in the northwestern Pacific Ocean 

during the summer of 1981 was examined (Doc. 2439). Strength of 

Western Subarctic Water was somewhat stronger than usual year. 

The western extension of the Alaskan Stream was also stronger than 

usual year. The southerly extention of Subarctic Boundary was 

remarkable. 
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1981年に日本が実施したさけ・まナ

調査研究の要約

遠洋水産研究所北洋資源部

1. 1981年に日本が実施した調査の概要

a.さけ・ます

I .調査船による調査〈文書第2437号及び 2438号〉

1981年のさけ・ます調査は、 9隻の調査船によって行なわれた。このうちの 1隻は、前半の調査

航海においてイシイルカの日米共同調査船を兼ねて行動した。調査船の航海期聞は 4月から8月ま
..iiひ?

でであり、調査期間は 1980年とほぼ同じであった。調査水績は、主として北太平洋北西部μ〈ーリン

グ海中央部であり、その他アラスカ湾においても若干の調査が行なわれた。オホーツク海及びソ速

の 200 海里漁業水域内における調査は行なわれなかった (~1 )。

これらの調査船が使用した漁具は、流網及び/又ははえなわであり、調査目的に応じて使用漁具

の種類及び数量が若干異った。北辰丸、いわき丸、及び熊本丸の3隻の調査船は、北西太平洋に

おいてさけ・ますの分布、豊度、及び生物学的特性に関する情報を収集するために活動 し、10種類

の目合(48側、 55冊、 63冊、 72棚、 82棚、 93棚、 106棚、 121冊、 138棚、及び 157mm )構

成の非遊択的調査用流網(以下C網と呼ぶ)及び日本商業漁船が使用している流網と目合や構造が

類似した一般流網(以下A網と呼ぶ)を使用した。

北鳳丸、第 2りあす丸、及び北光丸のS隻の調査船は、北緯46度以南水域におけるさけ・ますの

大陸起源を解明するため、標識放流調査に従事した。前の 2~をは、上記の流網に加えてはえなわを

使用し、後の 1隻ははえなわのみを使用した。

宝鷹丸は、第 1次航海において、さけ・ます流網に混獲される海産晴乳動物、特にイシイルカに

関する調査のために、商業漁船とほぼ問機の数量の一般流用網及び非道択的調査用疏網を用い、船

囲内のー独航船として活動した。同船は、第 2次航海において、 ベーリング海の公海部に来遊する

さけ・ますの大陸起源、解明のために、上記の他のさけ・ます調査船と同様な構成の流網及びはえな

わの両者を用いて調査を行なった。

おしよろ丸及び北星丸は、北太平洋亜寒帯水域におけるさけ -ますを含む表層魚類・いか類の生

この報告の引用は下記による:遠洋水産研究所北洋資源部、 19回、 1981年に日本が実施したさ

け、ます調査研究の要約。水産庁
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-=Iit. 
態学的情報を収集するために、一般流網及び叩種目合調査網の他iこ特殊目的協(25棚、 30棚、

233 
33側、 37問、 42mm、130閥、 179棚、 204問、及び裂諮問)並びにはえなわ(;おしよろ丸)を

使用した。

調査船は、流網又ははえなわを用いて調査操業を行ない、その漁獲物について生物学的測定を行

ない、又はえなわによって漁獲された魚のうち活力のあるものについて標識放流を行なった。すべ

ての調査船において..海洋観測を行なった。又これらの漁具に混獲された動物類(魚類、 L、か類、

海鳥類、海獣類)に関する調査を行なった。

流網による調査

1981年の流網による調査は、 1980年よりやや早く 4月28日に開始され、 8月5日に終了した。

この間に合計 287回の流網調査操業が行なわれた。北西太平洋における流網操業は、経度 5度間隔

に設けられた定線に沿って南北に移動して行なう調査が基本であり、 7月のアリーシャン南側水域

におけるベニザケ未成熟魚調査のため調査努力量を増加し、この他に、標識放流調査に併わせて行

なう生物学的資料を収集するための操業、並びに母船式漁場内におけるイシイルカ/サケ7 ス調査

のための操業が行なわれた。また、 1980年と同じくアラスカ湾の 145W線上において調査操業が行

なわれた。

4月には 1隻の調査船が 155E以西水域において 2回の流網操業を行なった。 5月には6隻の調

査船が 175W以西の北太平洋において93回の流網操業を行なった。 6月には7隻の調査船がほぼ同

様の水犠において58回の流網操業を行なった。 7月の流網調査は8隻の調査船により、 Sつの水域

において行なわれた。即ち、 175W以西の北太平洋では6隻の調査船が 97回の流網操業を行なった。

ベーリング海中央部では 1隻の調査船が 18回の流網操業を行なった。またアラスカ湾では 1隻の調

査船が 145W線上に沿って48Nから邸 Nまでの 9回の流網操業を行なった。 8月には 2隻の調査

船が引続いて北西太平洋において 6回及びベーリング海において4回の流網操業を行なった。

はえなわによる調査

1980年のはえなわによる調査は、 5月1日に始まり、 8月4日に終了した。この間に合計 1部回

のはえなわ調査操業(128回の標識放流試験を含む)が行なわれた。はえなわによる調査は、北太

平洋漁業国際条約に定められた北緯46度以南水域におけるさけ・ますの大陸起滋解明のため、標識

放流を行なうことにあった。最も主要な努力は、 42N-47 N及び 175E-175 Wによって固まれ

た水域に集中的に向けられた。またベーリング海及びアラスカ湾においてもはえなわによる標識放

流調査が行なわれた。
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5月には 2隻の調査船が、 42-47 N、 175E-175 Wの水域において、 47回のはえなわ調査操

業を行なった。この時期の標識放流の主要対象魚種はベニサ'ケ及ひ'カラフ卜マスであった。 6月に

は4隻の調査船が 42-47N、179E- 175 Wの水域において、 21回のはえなわ調査操業を行なっ

た。この時期の標識放流の主要対象魚種はベニザケ、ギンザケ及びカラフト 7 スであった。 7月の

はえなわ操業は 5隻の調査船により、 8つの水域において行なわれた。 42-51 N、 171E-175 

Wの北太平洋において 3隻の調査船が56回のはえなわ調査操業を行なった。様識放流対象魚種はギ

ンザケであった。ベーリング海中央部において 1隻の調査船が7回のはえなわ調査操業を行なった。

標識放流対象魚種はマスノスケ及びシロザケであった。アラスカ湾の 145W線に沿って 1隻の調査

船が6回のはえなわ調査機業を行なった。 8月には 1~支の調査船が引続いてベーリング海において

1回のはえなわ調査操業を行なった。

ii.母船ょにおりる調査〈文書第2437号〉

1981年の母船式さけ・ます流網操業は、 4船団(母船4隻、 1母船の所属独航船43笠、合計

172隻)によって行なわれた。船団は 5月26日に函館を出港し、 7月30日から 8月1固までの聞

に函館へ帰港した。母船への水錫げは 6月2日に始まり、 7月 24日から 7月26日の聞に終了した。

この間、合計 214回の船団操業が行なわれた。 6月には 170Eから 175Eの南北に細長L、北太平洋

水域において 116回の操業が行なわれた。 7月には太平洋において 70回及びベーリング海において

28回の操業が行なわれた。

4隻のさけ・ます母船上において日別漁獲統計の収集が行なわれた。母船上にさけ・ますの水揚

げがあった日には、ベニザケ 60尾まで、その他の魚種はそれぞれ 30尾までについて、尾文長、体

重、生殖腺重量及び性を記録し、鱗標本の採集を行なった。 1981年に母船上において魚体測定され

たさけ・ますの尾数は、ベニザケ 12，019尾、シロザケ 6，108尾、カラフト 7 ス6，118尾、ギンザケ

1，114尾、 7 スノスケ 2，041尾、合計 27.400尾であった。母船においては、毎日正午に海洋観測

を行なった。

iii .米国オブザーバーによる調査〈文書第 2437号〉

1981年に4隻の母船に、それぞれ米国さけ・ますオブザーパー 1名、米国海産稽乳動物オブザー

パー 1名、及び船団所属独航船2隻に移乗して行なうイシイルカ混獲調査のため 2名、合計4名ず

つ、総計 16名が乗船した。母船滞在オブザーパーのうち、前者は米国漁業保存水織内におけるさけ

・ます漁獲操業を監視し、生物学的資料を収集するためであり、後者は同水域内におけるさけ・ま

す流網に混獲される海産晴乳動物、特にイシイ Jレカに関する調査を行なうためであった。上記のオ
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フ.ザーパーは4隻の母船にそれぞれ36日-46日間、合計 156日間、乗船して活動 lh

1981年に日本のさけ・ます調査船に乗船した米国科学者は、おしょろ丸に 2名、北星丸に 1名、

熊本丸に 1名、宝鷹丸に S名の合計7名であった。これらの科学者の乗船目的は、いずれもさけ・

ます流網に混獲される海産晴乳動物に関する研究であった。

b.海洋学〈文書第2439号〉

北太平洋北西部海域において海洋学的観測を行なった。 1981年5月-7月の期間におけるデータ

を分析し、西部亜寒帯水域及びアラスカ海流の西方への張り出し位置を検討した。

2. 大陸起源に関する研究結果の検討〈文書第2438号〉

日本の調査船は、 1981年5月から 8月までの閣に、延べ 8航海にわたって北太平洋、ベーリング

海及びアラスカ湾におけるさけ・ますの標識放流を行なった。 420沼 'Nと50034'Nの聞及び

171 030 'Eと175028'Wの閣の北太平洋、 55059'Nと図。07'Nの間及び 177001'Eと1760

54'W間のベーリング海、並びに 51000'Nと55054'Nの聞及び 145006'Wと 144046'Wの聞

のアラスカ湾において、はえなわによって漁獲されたさけ・ますを標識放流した。合計 12，970雇の

さけ科魚類が漁益され、そのうち 4，188尾を標識放流した。魚種別標識放流尾数は、ベニザケ 565

尾、シロザケ 1，767尾、カラフトマス 1，322尾、ギンザケ 452尾、マスノスケ 53尾、及びスチール

へγ ド29尾であった。

標識放流調査の主要な対象水減と魚種は、北緯 46度以南におけるベニザケ、ギンザケ及びカラフ

ト7 スであり、 1981年には特に 420-46 oN、175oE-175 oW水域に焦点をあわせて 2隻の調査

船が標識放流の努力を集中した。さらに 1笠の標識放疏専門調査船が北太平洋において活動した。

北緯46度以南水域におけるベニザケ及びギンザケの分布位置と標識放流実施水績と似す応を検討

すると、 5月におけるベニザケは 46-50 N、 160-170 E及び 50-52 N、 175E-175Wに高
B母
安度で分布し、標識放流水域は東側の分布域南端部に相当した。ギンザケの出現位置は標識放疏水

威内に含まれていた。 6月におけるベニザケの分布位置はより北方へ移り、ギンザケは標識敏流水

域内において分布密度を泊した。 7月におけるベニザケはアリーシャン列島南側水績において高密

度で分布し、標識放流水域はギンザケの主要な分布織となった。

1979 -81年に北太平洋及びベーリング海において放流されたさけ・ます 53尾の再摘例並びに

1977 -1979年放流の8尾の再繍例が検討された。これらの新しい再捕の記録から得られた結果は

以下の通りである。

ベニザケ
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1979年7月19日に 47031''Eにおいて放流された未成熟魚が、 19加年7月21日ーにJuande 
。 N

Fuca海峡のs¥1kiu沿岸において再摘され、従来知られていたB.C南部・ピュジェットサウンド

起原ベニザケ未成熟魚の分布限界(156 OW)を西方へ拡大した。 1980年7月18日にベーリング海

の56030'N、176030'Wにおいて放流された未成熟魚が、 1981年7月9日にプリストル湾Naknek

において再捕された。過去の再摘記録によれば、 1965年7月 17目、国 042'N、177014'E放流

及び 19回年8月 14目、由。02'N、177026'E放流のベニザケ未成熟魚が、それぞれ放流の翌埠の

7月にNaknek-Kvichakにおいて再摘され、これら 2例がプリストJレ湾ベニザケ未成熟魚のベー

リング海における分布の西方限界を示している。 1978年8月8日に 50028'N、172040'wにお

いて放流された未成熟魚が、 1979年7月上旬にNaknek-Kvichakにおいて再摘され、既往知見

を裏づけた。上記8尾以外の 11尾の再捕例はいずれも洋上再捕であった。

シロザケ

新しい再摘記録には 8尾の沿岸再捕が含まれていた。 1977年7月29日に470却 'N、 172029' 

Eにおいて放流された未成熟魚が 1980年8月21日にカムチャッカ川河口域において再摘され、従

来知られていた東カムチャッカ起源シロザケ未成熟魚の分布限界を南方へ拡大した。 1978年5月16

目、 45027'N、1630国 'Eにおいて放流され周年9月初日にアムール河において再摘された 1

例並びに 1978年6月6目、 46026'N、1710∞'Eにおいて敏流され同年9月にサハリン北東岸

Nuivo湾において再摘された 1例は、いずれも既往の知見を裏づけた。上記S尾以外の24尾¢開甫

例はいずれも洋上再捕であり、そのうち 1981年5月 12日に430-30'N、1760-3O'Wにおいて

放流され、同年7月上旬に由。08'N、178015'Eにおいて再摘された 1例が、南方海緩からベー

リング海への移動を示すものとして注目された。

カラフトマス

1979年6月1日に44033'N、175033'Eにおいて放流され同年7月 11日にカムチャッカ川河

口において再摘された 1例並びに 1980年5月17日に 44031'N、179033'Eにおいて放流され同

年7月12日にカラギンスキー地区において再摘された 1例は、いずれも従来知られていた東カムチ

ャッカ起源魚の分布限界(45030' N )を南方へ若干拡大した。 1980年 6月28日に 44028'N、

164 031' Eにおいて放流され同年8月12日に西カムチャ γカのコリ)JIにおいて再摘された 2例は、

従来知られていた西カムチャ vカ起源魚の分布限界(163 054 'E )を東方へ若干拡大した。上記4

尾以外の 17尾の再捕例はいずれも洋上再捕であった。

マスノスケ

1978年8月11日にアリーシャン列島南部の49035'N、172003'Wにおいて放流された7 スノ

スケ未成熟魚が 1979年7月25日にカムチャッカ川河口域において再摘された。これはアジア沿岸
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における最初の再捕例であり、貴重な新知見が得られた。この放流点に近い51018'N、176028'

W及び51029'N、176034'wにおいて 7-8月に放流されたマスノスケ未成熟魚が翌年それぞれ

南東部アラスカ及ひ'コロンピア河において再摘された例があり、アリーシャン列島南側水域におい

て北米起原及びアジア起源のマスノスケ 未成熟魚が混交していることを示す。

3. 分布、起源、及び海洋学的条件に関する新しい情報(文書館 2439号、 2制O号、

之併号、及び2d￥〉
10種目合構成の調査用流網によって 1981年に得られた漁獲データが検討された(文書第包45号)。

調査活動が8月に終了したばかりであり、漁獲物に関して収集された生物学的資料は未整理のため

利用されなかった。こ の暫定的調査データに関する検討結果は以下の通りである。

ベニザケ

5月にCPUEが1.0以上である水滅が 2ケ所認められた。即ち 48-49 N、160-170 E及び

46N、180度付近である。従来の知見からみて前者の水域の魚は成熟魚群であり、後者の水域の魚

は未成熟魚群と推測される。アリーシャン列島南側の 180度付近において 0.5以上のCPUEが認

められたが、その領域はアッツ島南側水減まで及んでいなかった。 6月における主要な分布減は46

N以北であり、 CPUEが1.0以上である水域が、 47-50 N、167-168 E付近及びアッツ島南

東側からアダク島南側までのアリーシャン列島沿いにおいて認められた。 7月における主要な分布

水域は49Nであり、 CPUEが1.0以上である水域が 50N以北、アリーシャン列島以南において

東西に連続して認められた。ベーリング海中央部において CPUEが1.0以上である水織が広く認

められた。従来の知見からみて 7月におけるこれらのベニザケは主として未成熟魚であると推測さ

れる。

シロザケ

5月におけるシロザケの出現水線は広いがCPUEは全般的に低かった。調査水域北西部に1.0

以上のCPUEが認められたが、ソ連 200海里内の調査がないためその領域の広がりはわからない。

42N、180度付近において1.0以上のCPUEが認められた。 6月における魚の分布域は北方へ移

動し、1.0以上のCPUEが広く認められた。 45N以南水域における大方のCPUEは0.5以下に

低下した。 7月には 47N以北水織において1.0以上のCPUEが広く認められた。ベーリング海中

央部における CPUEは殆ど2.0以上であり、 11.0以上の極めて高いCPUEが認められた。

カラフトマス

5月に調査水域の南側半分において1.0以上のCPUEが東西に広く認められた。 170E以西で

は45N以南のCPUEが高く、それに比べて 170E以東ではCPUEの高い領減がより北方まで広
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がり、 47N以南水域が主要な分布域であった。 6月における CPUEはさ.らに高くなり、 160E付

近では 4.0以上のCPUEが42-50 Nと南北に広く認められ、 18.0以上の極めて高いCPUEも

含まれていた。このCPUEの高い領織は 170E付近まで及んでいた。調査水域の東側では 2.0以

上のCPUEが45-51 N、175E -180付近において認められた。 7月における魚の分布域は北

方へ移動し、 175E以東では1.0以上のCPUEは印 N以北において認められた。 165E以西にお

いては前月に引続いて 5.0以上の高いCPUEが44-50 Nと南北に広く認められ、 15.0以上の極

めて高いCPUEも含まれていた。アツ島~アリューシャン列島南側における1.0以上のCPUE

領主主は東方へ西経域までは及んでいなかった。ベーリング海中央部では調査水域の南西部に 2.0以

上のCPUEが認められた。

ギンザケ

5月の広範な調査水績のうちギンサ'ケの出現領域は 170E以西の42N以南、 175E以東の45N 

以南に限られ、 0.5以上のCPUEが後者の水繊の南縁部に認められたにすぎなかった。 6月には

ギンザケの分布繊は北方へ広がったがCPUEは全般的に低く 47N以南水域において 0.1以上のC

PUEが広く認められた。 7月になるとギンザケの出現領繊は拡大し50N以南水域において 0.3以

上のCPUEが広く認められた。特に 180-175Wの44-49N付近において1.0以上の高いCP

UEが南北に広く認められた。 8月の調査は部分的なものであったが、 47-50 N、167-176E

水織内において1.0以上の高いCPUEが広く認められた。

マスノスケ

5月に 42-51 N、174E-175 W水織において 0.01以上のCPUEが広く認められた。 6月に

は45-46 N、167ー168E及び46-48 N、 177-178 Eにおいて 0.1以上のCPUEが認めら

れたが、全般的に7 スノスケの出現は散発的であった。 7月には北太平洋の44-50N及びベーリ

ング海中央部の57N以北iこおいて0.03以上のCPUEが広く認められた。最も高いCPUEは北太

平洋及びベーリング海とも 0.2であった。

1981年6月29日-7月16日にアリーシャン列島南側水減(印ー 52N )において、 10種目合

構成の調査用統網にぶつて漁獲されたベニザケ未成熟魚の資料が検討された(文書第2440号)。 こ

れは 1972-80年における上記の時期と水績における資料に続くものであり、 1981年に関して得ら

れたCPUEの算術平均値は、海洋 1年魚0.86及び海洋 2年魚2.93であった。

1972一朗年の期間にベーリング海におけるさけ・ます母船式漁業及び調査船活動を通じて得ら

れた7 スノスケの生物学的情報が検討された(文書第 号)。ベーリング海における母船式操業

から得られた資料の時期・海域の範囲は、漁業規制のため年によって変化し、またこの期間に活動

した調査船数は 5隻(1972年 )-1隻(1980年)の範囲であり、時期・海織のカヴァ・レージは
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必ずしも十分でなかった。沖合漁獲物の魚種組成において占める 7 スノスケの割合は低い。また商

業用流網の目合 選ポ及び成熟魚の回遊時期と調査時期の喰い違いのため、大型のマスノスケは漁

獲され難い条件下にあり、これらの点から得られた情報には制約があった。

C網標本によるマスノスケ未成熟魚の平均尾文長は、海洋 1年魚(雌挺.1cm、雄 34.8cm)及び

海洋2年魚(雌 53.7cm、雄 54.8cm )といずれも雄の方がやや大きかった。 5月下旬から 8月まで

の時期別平均尾文長は、この期間における生長を示した。 A網は海洋 1年魚を殆ど漁獲せず、尾文

長48-回 cmv.J.上の海洋 2年未成熟魚がこの網によって遊択漁獲された。

ベーリング海における母船式漁業による 7 スノスケ漁獲物中に占める未成熟魚割合は、 90.8% 

( 1974年)-97. 9 % ( 1977年)の範囲であり、平均 95.1%であった。海洋年令組成上における

主体は海洋 2年魚(61. 8 -97.5仇平均 86.3% )であり、海洋 8年魚(2.4 -36.5 %、平均

12.7 % )がそれに次いだ。

C網標本による海洋年令別成熟魚割合には、雌雄聞に差があり、海洋 1年魚(雄1.3%、雌 0%)

及び海洋2年魚(雄 6.8%、雌 0.3% )と雄の先熟傾向が認められた。しかし海洋8年魚(雄 7.7 

%、雌 5.7% )について顕著に見られるように、これらの調査時期はすでに成熟魚が沖合域を立去

った後である点に留意しなければならない。

ベーリング海において母船式漁業によって漁獲されるマスノスケのCPUEに関し、適切な経年

比較をするためには、まだ十分な基礎的情報が得られていないので、とりあえず比較的資料の得ら

れている時期・水峨を任意に遊定した。 6月下旬-7月下旬の時期及び 56-60N、175Eー175

Wの水域をとりあげ、その範囲内において得られたCPUEの経年変動をみたところ、 4-6年の

周期的変化が認められた。例えば、 CPUEが比較的高かった1964年を起点としてみると、その後

5年毎の 1969、1974、1979年はいずれも CPUEの高い年にあたり、それらの翌年 (1970、1975、

1980年)も CPUEの高い年が多く、他の年における CPUEは相対的に低いことが認められた。

これは、この時期・水績において漁獲される 7 スノスケの主要部分が4年魚(1・2年魚)である

こと及び成熟年令が 5-6年であることと関連しているように思われ、卓館年級群の存在が示唆さ

れた。

ギンザケの大隆起源について鱗相分析を行なうにあたり、事前にこの魚種の年令査定上の問題、

特に淡水生活期についてJ解決する必要がある。この1~976年 7-9 月に北西太平洋及びオホー
ツク海において採集したギンザケの鱗及び耳石の紋様を比較検討した。(文書第2444号)。

ギンザケの鱗にみられる淡水帯と海洋帯の境界付近に、サーキュリーの太さや間隔が中間的な一

帯がある。これは幼魚が淡水域における最後の越冬後、降海までの春あるいは夏に成長した部分

(追加帯 plus growth zoneと呼ぶ) 及び降海後、涜水域や沿岸域において成長した部分(沿

/~. 
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岸帯 coastal zon巴と呼ぶ)に対応すると考えられる。追加帯と沿岸管の境界に降海7 ーク

(migration check )が形成されている場合には両帯の境界は明瞭である。しかし大部分のギ

ンザケのように降海マークが形成されていない場合には両帯の境界を正確に知ることが困難なこと

が多L、。ギンザケの耳石では降海マークは明瞭ではなかった。

ギンザケの年令査定上の困難性は、冬期帯の形状が多様であること及び偽年総 (false annu-

a1 ring) の存在にある。観察した 499尾のギンザケのうち、織と耳石の年令査定結果が一致し

たもの 94%、不一致であったもの6%であった。不一致の原因は鱗と耳石の両方に認められた。ま

た鱗と耳石の両方を比較検討しでも年令を決定し難いものが極く 1部にあった。査定上の不一致は

すべて淡水帯に関するものであり、海洋帯に関する不一致はなかった。

近年における日本のギンザヶ年令査定は、淡水帯に弱く形成されている年槍及び焦点付近に形成

されている年輸を偽年総と見倣す傾何が強かった。鱗と耳石の両者を比較検討して推定したギンザ

ケ成熟魚の年令組成は、 2.0-1 %、1.1-18係、 2.1-77 %、 3.1-4 %であった。これを従

来の年令査定結果(Godfrey ほか 1975)と比べると、1.1の割合が低く、他方、 2.1の割合が高

い。偽年輸を読みとばそうとする査定者の心がけによって、降海マーク及ひ'夏マーク(summ er 

check )を正しく読みとばしたが、反函、真の年倫の 1部を誤って読みとばしたと考えられる。

1981年夏季における北西太平洋の海況概要が検討された(文書第2439号)0 Western Sabar-

ctic Waterの勢力は平年よりやや強かった。 AlaskanStreamの西方張り出しも平年より

やや強かった。 βubarcticBoundaryの南偏が顕著であった。
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Fig. 1 Fishing locations of research vesse1s， 19自1
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