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VPAにおける近似式と反復法の数学的検討
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Mathematical　Study　forApProximations　and　Iterations
　　　　　　　　　　　of　the　Virtual　Population　Analysis

Tatsuro　Akamine＊

Abstract：The　precision　of　Nagai’s　approximation　fomula，which　is　found　to　be　more　accurate

than　Pope’s　one，is　examined　using　the　generating　function　of　Bemoulli’s　numbers．This　fomula

gives　the　symmetric　relation　between　the　two　mortality　coe伍cients　F　andルf　for　the　generating

function．Hiramatsu’s　formula£or　the　constant　catch　model　with　seasonality　is　also　obtained　from

the　constant　nshing　mortality　coefficient　model　with　seasonality　by　using　the　approximation

relating　to　the　generating　function，The　convergence　of　Ishioka－Kishida7s　iteration　method，which　is

rapid　and　stable，is　proved　by　using　the　principle　of　contraction。For　rough　estimation，when　the

n＆tural　mortality　coefacientルf　is　smaller　than4，it　will　converge。
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2 赤嶺　達郎

　VPA（Virtual　Population　Analysis，仮想年級群解析）は年齢別の漁獲尾数データだけから，

漁獲方程式を用いて資源尾数および漁獲係数を推定する方法の総称である。自然死亡係数の

値は一定と仮定することが多い。狭義では連続型漁獲方程式を厳密に解く方法をVPA，Pope

（1972）の近似式を用いる方法をコホート解析と呼ぶことが多いが，後者は社会科学で用い

られるコホート解析と紛らわしいため，ここでは一括してVPAと呼ぶことにする。

　現在，世界的に広く用いられている手法はチューニングVPAであるが，これはターミナ

ルFの値をCPUEなどのデータを用いて決定する方法である（平松，1995b，1996，19991田

中，1999；山田，田中，1999）。VPAはもともと信頼性の低いCPUEなどのデータを用いない

手法として開発されたものであるから，大きな転換期にあるといえる。しかし実用性に偏重

するあまり，その本質を見失う危険性がある。そろそろ本来のVPAに立ち返って再検討す

べき時期に来ているのではないだろうか。

　ここでは石岡・岸田（1985）で検討された「永井（1980）の近似式」と「石岡・岸田の反復

法」について数学的な解析を行う。この2つの手法は実用性が高いにもかかわらず，あまり

普及していないからである。VPAについての基本的な事項については既に赤嶺（1995）で述

べているので，これはそれを数学的に補完するものである。

基本モデル

VPAの基本モデルは連続型漁獲方程式：

理＋1＝e－F－M遅 （1）

　　　　　　　　　　　　∠q－F至M（・一’M毘　　　　　（2）

である（’＝0，…，T－1）。ここでNは時刻画における資源尾数であり，∠G，FおよびM

は区間厩～’＋1における漁獲尾数、漁獲係数および自然死亡係数，Tは漁獲データの上限

または寿命である。∠Gがデータとして与えられたとき，昂。1とMの値を仮定して，この2

式から温とFの値を推定するのがVPAである。しかし上式はFについての非線型方程式

となるため簡単には解くことができない。そのため多くの近似式や反復法が開発されてき

た。ここでは最初に線型モデルである離散型漁獲方程式を用いてVPAの数学的構造を検討

する。

　基本モデルと同等の離散型漁獲方程式は

理＋1＝（1一β一Z）∫）〈1

　　∠G＝El罵

（3）

（4）

である。ここで瓦およびP’は区間飼～杜1における漁獲率および自然死亡率である。こ

の2式よりE，を消去すると，

　　　　　　　　　　　　遅、1一（1－P，）㌶一∠G　　　　　　　　　（5）
を得る。∂戸1／（1一珍）とおくと，

　　　　　　　　　　　　　罵＝鶏く4＋1＋四μG　　　　　　　　　　　　　（6）
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となる。これを芹0，…，T－1で反復すれば，

　　　　　　瑞＝∂。∠q）＋∂。∂1」q＋…＋∂。…∂T－1』CT皿1＋∂。…∂丁一、NT　　　　（7）

を得る。Dこ一定の場合には，

　　　　　　　　　瑞一∂∠C。＋∂2∠q＋…＋∂T」CT．、＋∂丁瑞　　　　　　　（8）

となる。

　以上より，年齢別漁獲尾数と自然死亡率の値が明らかな場合には，初期資源尾数が簡単に

求まることがわかる。しかしノ〉Tの値が必要で，これを「ターミナルN」と呼ぶ。連続モデ

ルでは「ターミナルF」の値を仮定してターミナルNを計算することが多いが，本来はタ

ーミナルNを直接に推定した方がよい。なぜならFから1〉を計算する方法はモデルによっ

て異なり，また一般にFを直接に推定することは困難なため，便宜的な方法で値を仮定す

ることが多いからである。漁獲率の値は（4）式より求まる。離散モデル（6）は数学的には

漁期の最後で集中漁獲するモデルと一致する。

　このようにVPAの原理は単純な数式であるが，実際に水産の現場で（8）式とターミナル

Nを使用して推定した例はほとんどない。現場で得られる推定値がFとMの係数であると

いう歴史的な要因が強いからだろう。しかしチューニング技法をいかに詳細に改良しても，

それで推定値の精度が向上する保証はない。VPAの本質は「漁獲尾数の引き延ばし」にす

ぎず，漁獲尾数データにも大きな推定誤差が含まれている現実を考えてみれば，むしろ（8）

式のような大雑把な数式の方が現実的な場合があるように思われる。

近似式

永井の近似式　記述を簡略化するため’＝0とおくと，連続型漁獲方程式は

璃＝e－F覗瑞 （9）

　　　　　　　　　　　　』q－F∫M（・一一）瑞　　　　　　（1・）

となる。この2式をFとN・について解けばよい。酬を消去すると，

　　　　　　　　　　　　鵡一澤M（岬一・四　　　　　　（11）

となるので，後述のように反復法でこの非線型方程式をFについて解き，（9）式に代入し

て蘭を求めればよい。しかし非線型方程式を解くのは面倒なので，以下のように変形して

近似式を用いることが多い（Pope，1972）。

　　　　　　　　　　　　鑑一e蝋＋Ψ（君M）」q｝　　　　　　　（12）

ここで

　　　　　　　　　　　Ψ（脚一1響M1ヂ　　　　（13）

である。（12）式は（6）式に相当する式である。つまり右辺第1項が資源尾数による寄与，第

2項が漁獲尾数による寄与を表している。ここで関数Ψを以下のように分解してみよう。

　　　　　　　　　　　　Ψ（躍）一ψ（F＋M）　　　　　　　（14）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ（F）
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　　　　　　　　　　　　　　ψ（％）一％一φ（一％）　　　　　　　　（15）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1－e皿κ

　　　　　　　　　　　　　　　　φ（％）一冗　　　　　　　　　　（16）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ一1

最後の関数φは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　φ（冗〉一1x＋％　劣＋劣　　x　＋…　　　　　（17）
　　　　　　　　　　　　　2　　12　　720　　30240　　1209600

と展開でき，「ベルヌイ数の母関数」として有名である（Hairer　and　Wamer，1996）・Fig．1に

y＝ψ（x）のグラフを示す。この関数は漸近線y＝κとy＝0を持ち，ψ（0）＝1，ψ’（0）＝1／2であ

る。この展開式と指数関数のテイラー展開を用いれば，（14）式は以下のように展開できる。

2

一5　　－4　　一 一2 一1 1 2 3 4　　　5

一1

一2

一3

一4

Fig，1。Graphs　of　y＝ψ（髪），its　asymptote　y＝席，and　its　tangent　y＝％／2十1．

　　　　　　　　　M齪M2齪2F3M＋4F2M2－4爾3一躍4　　　Ψ（瓦躍）一1＋　　＋　　　＋　　　　　　　　＋…　　（18）　　　　　　　　　　2　　　12　　　12　　　24　　　　　　　　　　　　720

　ここで以下のような4通りの近似を考え，比較してみよう。まず

　　　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋1匠）≒ψ（F）　　　　　　　　　　（19）

と近似すると、Ψ（君！14）≒1となるので，漁期の最初に集中漁獲するモデルが得られる。こ

の近似式の精度は以下のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋砕姻＋塾2璽詔一…　　　　（2・）
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次に

　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋ハ4）≒ψ（F）eM　　　　　　　　　　　（21）

と近似すると，Ψ（況ハ4）≒eMとなるので，漁期の最後に集中漁獲するモデルが得られる。こ

の近似式の精度は以下のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋M〉一ψ（F）eM」L4FM＋5M一…　　　　　（22）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　12

両近似式の誤差を比較すると，符号が逆であるが，2次項まで考慮すると前者の方が精度が

高い。さらに

　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋M）≒ψ（F）e躍／2　　　　　　　　　（23）

と近似すると，

　　　　　　　　　　　　　　Ψ（即4）≒♂／2　　　　　　　　　　（24）
という「POpeの近似式」が得られ，これよりP6pe法の式：

　　　　　　　　　　　　　瑞一eM現＋e㈱∠q）　　　　　　　　（25）
を得る。この式は漁期の中央で集中的に漁獲するモデルである。この近似式の精度は以下の

ようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　ψ（F＋M）一ψ（F）♂ノ2一響一蛋2鯉＋響＋M3＋…　　（26）

最後に

　　　　　　　　　　　　　ψ（F＋ハ4）≒ψ（F）ψ（M）　　　　　　　　　（27）

と近似すると，

　　　　　　　　　Ψ（躍）≒Ψ（・遡一ψ（M）一、筆　　　　（28）

という「永井の近似式」が得られ，これより

　　　　　　　　　　　　峠e蝋＋、準遇　　　　　（29）

という式を得る・ψ（M）くeM／2であるから，これは漁期の中央よりも少し前に集中漁獲する

モデルである。この近似式の精度は以下のようになる。

　　　　　　　　ψ（F＋M）一ψ（F）ψ（M）FMF2M＋附2＋…　　　（3・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　24

これはPope法よりも誤差の主要項で1142／24だけ精度が高い。ψ（F＋1！4）はFとMに関して

対称（交換しても値が同じ）であるが，近似式（27）は対称であり，近似式（23）は対称では

ない。その意味でも近似式（27）の方が優れている。

　以上の式をまとめて

　　　　　　　　　　　　　瑞一％ノ〉1＋囲C。　　　　　　　　　（31）
と表すと，

　　　　　　　　罵一鉱＊」C。＋％％＊∠q＋…＋％T－1％＊』CT－1＋％TNT　　　　　（32）

となる。ここで瑞＝（ガ／％）！庵，1陽＝（パ／％）1吟とおくと，

　　　　　　　　　賜＊一％∠q〉＋％2』G＋…＋κT∠CT．ユ＋％丁赫＊　　　　　（33）

となるから，本質的に離散モデル（8）と同～で，漁期の区切り方がずれているだけである
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ことが分かる。

　（F，ハ4）平面上で誤差の等高線を描いた場合，Popeの近似式では（26）式において3次以上

の項を無視して誤差をδとおくと、

　　　　　　　　　　　　　　F－12δ一必　　　　　　　　　（34）
　　　　　　　　　　　　　　　　〃「　2

という曲線を得る。同様にして永井の近似式では（30）式から，

　　　　　　　　　　　　　　　F＿12δ　　　　　　　　　（35）
　　　　　　　　　　　　　　　　　M

という双曲線を得る。この2曲線は石岡・岸田（1985）のFig。2における誤差の曲線とほと

んど一致する・なおPopeの近似式を用いた漁獲率の近似式：

　　　　　　　　　　E－F（1－e－F一班）≒eM／2（1－e－F）　　　　　（36）
　　　　　　　　　　　F＋ハ4

も水産資源学ではよく用いられている。

漁期を限定した漁獲モデルAksland（1994）およびHiramatsu（1995a）は死亡係数を時間の

関数に一般化した連続型漁獲方程式の微分方程式：

　　　　　　　　　　　　要一一｛∫（融（≠）｝押　　　　　（37）

　　　　　　　　　　　　　　　並一∫（オ）N　　　　　　　　（38）
　　　　　　　　　　　　　　　出

において，∫（∫）を消去して一般解

　　　　　　　瑞一exp（∫1駕醐＋∫1｛exp（∫1卿ds）砦｝α　　　（39）

を得た。ここで∫（渉）と吻（オ）は漁獲係数と自然死亡係数である。（39）式は離散モデルにおけ

る（6），（12）式と同等のものである。Hiramatsu（1995a）はさらに駕（オ）＝1t4＝一定と仮定し

て，

　　　　　　　　矯隠郵．。　㈲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び　　　　　　　　　　　　瑞一e帆＋e－e∠q）　　　　　　　　（41）
　　　　　　　　　　　　　　　　　M（わ一α）

となることを示した。この場合にはα≦ガくわにおいてのみ漁獲が行われ，漁獲尾数は常に一

定である。したがって通常の漁獲方程式とは異なる。

　ここでは区間を限定した通常の漁獲方程式を考えてみよう。濯（言）＝M＝一定と仮定して，

　　　　　　　　謄潔、、，．，　國
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とする。この場合には漁獲尾数はそのときの資源尾数に比例するため，指数関数に従って減

少する。これより

　　　　　　　　　　　　　　　現一e一F一形〈も　，　　　　　　　　（9）

　　　　　　　　　4－e一惚　F　｛1－e　 伽）｝瑞　　　　　（43）
　　　　　　　　　　　　　　F十M（わ一α）

を得る。これを1つの式にまとめると，

　　　　　　　　　　　　　　篤一e帆＋劒C。　　　　　　　　（44）

　　　　　　　　　　　　　　θ＝e融Ψ（瓦！匠（δ一α））

となる。ここで永井の近似式：Ψ（君1吻≒ハ4／（1－e M）を用いると，

　　　　　　　　　　　　　　　θ≒M（6一α）　　　　　　　　（45）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一砿α　　　一ル防　　　　　　　　　　　　　　　　e　　－e

を得る。またPopeの近似式：Ψ（況114）≒♂ノ2を用いると，

　　　　　　　　　　　　　　　θ≒♂〔　む）／2　　　　　　　　　　（46）

を得る。さらにΨ（君／14）≒1／φ（M）購（eM－1〉／114という近似式を用いると，

　　　　　　　　　　　　　　　θ≒e励一e伽　　　　　　　　（47）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〃F（卜α）

を得る。これはHiramatsu（1995a）のモデルの解（41）と同一の式である。

　近似の精度を比較してみると，永井の近似式では

　　　　　　　　　　　　　　M　　MM2M4＋．．．　　　　（48）
　　　　　　　　Ψ（躍）≒1－e 躍＝1＋2＋12720

であり，Popeの近似ヰでは

　　　　　　　　　Ψ（躍）≒♂／2一・＋争￥＋辮・一　　　（49）

であり，最後の近似式では

　　　　　　　　　Ψ（躍）≒e箒1一・＋誓＋誓蛋＋一・　　　（5・）

である。Mの2乗項を比較してみると，上から順に精度が高いことが分かる。

パルス漁業　上記の（43）式においてb→αとすれば・パルス漁業のモデル：

　　　　　　　　　　　　　鵡一e一愉（1－e一慨　　　　　　　（51）

を得る（0≦α＜1）。このとき

　　　　　　　　　　　　　　瑞一e鵬＋e吻C。　　　　　　　（52）

である。なお漁獲係数∫（f）はデルタ関数を用いると，

　　　　　　　　　　　　　　　∫（≠）一Fδ（擁）　　　　　．　（53）

と表すことができ，
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∫α・煮 （≠＝α）

（≠≠α）

∫ンdオーF

（54）

（55）

である。

反復法

反復法の比較と評価　漁獲方程式（11）を厳密に解く方法はいろいろ開発されているが，石

岡・岸田の反復法は収束が速く，しかも安定しているので実用的である。・これは「狭義の反

復法」なので，同類のいくつかの方法と比較してみよう。1変数の非線型方程式を

　　　　　　　　　　　　　　　　9（x）一〇　　　　　　　　　　（56）

とする。この式を

　　　　　　　　　　　　　　　　劣＝∫（幻　　　　　　　　　　　（57）

と変形して，

　　　　　　　　　　　　　　　xn・w一∫（芳・監d）　　　　　　　　　　（58）

のように反復するのが狭義の反復法である。狭義の反復法は修正因子などを含まないため，

収束した場合は必ず厳密解となる。なお以降では（58）式を％・・w＝｛∫（劣）｝・ldと略記することにする。

　漁獲方程式（11）を

　　　　　　　　　　　瓦一票一F至M（’”一・）　　　（59）

と書く。Mと瓦が既知のとき，Fについて解けばよい。例としてM＝0。3，瓦＝0。765963

のとき，F＝0．5を求めてみる。最初に（59）式を変形して，

　　　　　　　　　　　　　即・一｛響響）｝楓　　　　　（6・）

という反復計算を行ってみる。ここで右辺はFの値についてのみFoldの値を代入することを

意味している。瑞＝0を右辺に代入するとη＝0．65680を得る。反復すると鑑＝0．45714，

瑞＝o．51224，瓦＝o．49655となって順調にo．5に収束する（Fig．2）。

　次に（59）式を変形して，

　　　　　　　　　　　即W一［1n｛・＋瓦、（争＋M）｝一MI面　　　　（61）

という反復計算を行ってみる。瑞＝0を右辺に代入するとエラーとなる。罵＝1とすると

君＝o。39102，ろ＝o。55596，瑞まo。47900，η＝o．50901となって順調にo．5に収束する（Fig、3）。

　さらに（59）式を変形して，

　　　　　　　　　　　　　　　F（eF＋M－1）
　　　　　　　　　　　　Fuew；｛　　　一ハ4｝01d　　　　　　　　（62）
　　　　　　　　　　　　　　　　　属

という反復計算を行ってみる。瑞＝0を右辺に代入すると君＝一〇．3となり，瑞＝1とす

ると君＝3。18488となる。この場合には瑞＝O．5以外の初期値はすべて発散する（F量g．4）。
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1

0．5

0
0 0．5 1

Fig，4．Divergence　of　the　iteration　（62）．

　以上のように反復法は関数∫の作り方によって収東の成否や速さが異なる。収束が速くて

実用的な反復法を与える方法の代表がNewton法である。この例にNewton法を適用してみ

よう。まず方程式（59）を

　　　　　　　　　　9（F）＝瓦（F＋躍）一F（eF＋M－1）＝0　　　　　　　（63）

と変形する・このとき

　　　　　　　　　　　ダー｝・＋瓦一（・＋F）e…　　　　（64）

である。Newton法は

　　　　　　　　　　　　　　Fn・w一（F一手〉・1d　　　　　　　　（65）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9であるから，結局，

　　　　　　　　　　　　　　　　K、M＋F2eF贈
　　　　　　　　　　　群w＝一｛、＋瓦一（、＋F）eF摺｝曜　　　　（66）

という反復式を得る。瑞＝0を右辺に代入すると君＝一〇．55224，瑞＝一〇．32917，罵＝

一〇．30063，η篇一〇。30000となって別解に収束してしまう（Fig．5）。瑞冨1を右辺に代入

すると，君＝0・69969，瑞＝0・54688，瑞＝0．50347，η篇0。50002となって無事に正解に

収東する。Newton法は収東域が狭いという短所がある反面，解の近傍で2乗収束する（有

効桁が反復ごとに倍になる）という長所を持つ。これは解において∫’ニ0となっていること

からも納得できる。実際，

　　　　　　　　　　　　　　∫（F）一F一与　　　　　　　　（67）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
なので，

　　　　　　　　　　　　　　碍養一筆　　　　　（68）

となるから，解をαとするとg（α）＝0より，∫’（α）＝Oである。
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最後に石岡・岸田の反復法：

　　　　　　　　　　　Fnew漏1n｛1＋瓦Ψ（Fo艮d，M）e M｝　　　　　　　　（69）
を検討する。これは（12）式から導いたものである。瑞；Oを右辺に代入するとエラーが生

じるが，これは分母にFが含まれているためである。ψ（0）＝1に注意すればΨ（0，〃）＝ψ（M）

となるので計算可能で，君；0．50489，瑞＝0。50000となって非常に収束が速い。これは

∫（F）の傾きが0に近いためで（Fig．6），具体的には関数ΨのFについての傾きが0に近い

ためである。解の近傍ではNewton法の方が収束が速いが，全体の計算時間は石岡・岸田の

反復法の方が短く，収束も安定している。VPAは芋蔓式に同じ計算を何回も行うため，

Newton法よりも石岡・岸田の反復法の方が適している。

　以上はすべて後退法の話であったが，石岡・岸田（1985）では同様に前進法の式も求めて

いる。

Fnew一一ln｛1一瑞Ψ（Fold，M）｝ （70）

ここで瓦＝∠C・／瑞である。前進法の収束については石岡・岸田（1985）に図示されてい

る。初期値をF＝0に限定するとFとMが大きな場合には対数の中が負となって計算不能

になるが，Fの初期値を大きくとれば問題ない。この反復法も収束が速く，しかも安定し

ている。

収束の証明　水産資源学では実用性重視のため，数学的に厳密な議論は非常に少ない。収束

性についても上記の例のように反復計算を実行してみれば，収束するかどうかは明らかなの

でほとんど議論の余地がない。しかし狭義の反復法は水産資源学においても昔から多用され

ているので，この機会に数学的に厳密な収東性の議論を行ってみる。

　最初に「縮小写像の原理」について解説する。厳密な証明は伊理（1981）にあるので，こ

こでは石谷（1998）を参考にして「平均値の定理」を用いた簡単な証明を示す。αを方程式

冗＝∫（κ）の解とする。区間α一ε≦劣≦α＋εにおいて，

1∫’（劣）『≦L〈1 （71）

であり、かつα。がこの区間に含まれるとき，数列α．＝八α，、、1）はαに収束することを証明す

る。平均値の定理より

　　　　　　　　　　　！（α．一、）一∫（α）＿α，一α
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　＝∫’（o）
　　　　　　　　　　　　α躍＿1一α　　　　απ＿1一α

となる点oがα，一1とαの間に存在する。これより

囮一α1ニげ’（o）1・しαη一rαi

（72）

（73）

を得る。このとき1∫’（6）1≦五であるから，

1α”一α1≦LIα．一1一α1 （74）

である。これを反復すると，

1砺一α1≦L『α0一α1 （75）
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を得る。n→・・のときか→0だから，砺はαに収束する。以上の議論を一般化したものが縮

小写像の原理で，（74）式においてαをα以外の点わと置き換えた式が成立すれば，同じ結

論が導き出される。LをLipschitz定数と呼ぶ。

　この原理を用いて石岡・岸田の反復法が収束することを証明してみよう。応用上は前進法

を用いることはほとんどないので，ここでは後退法の収束について検討してみる。後退法の

（69）式を

　　　　　　　　　　　　　　Fnew＝∫（F・1d）　　　　　　　　　　（76）

とおく。このとき解である不動点において4ヂ／dFの絶対値が1より小であれば「縮小写像の

原理」によって不動点に収束し，解が求まる。

　　　　　　　　　　　d∫＿κΨe覗＿　Ψ’
　　　　　　　　　　　dF－1＋瓦Ψe－M－eM／瓦＋Ψ　　　　　　（77）

　　　　　　　　　　　Ψ一壁≒」L童く。　　　　　（78）
　　　　　　　　　　　　　dF　　　12　24

であるから，たとえば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　一Ψ・＜max（Ψ1豊）　　　　　　　　　　　　　　　　（79）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓦

であれば収束する。Ψ＞1だから，近似式（78）が常に成立する場合には，ハ4＜4であれば収

束することが分かる。

　上記の証明において（78）式は項別微分を行っているため，もう少し厳密な議論が必要で

あるが，ここでは「Ψ’＝d野dF＜0」の厳密な証明を与えるだけにする。

　　　　　　　　Ψ（脚一ψ（5（参嬰）＞・調一1阜　　　（8・）

について対数微分を行うと，

　　　　　　　　　　里一Y（F＋M）一y（F），γ一止　　　　　　（81）
　　　　　　　　　　Ψ　　　　　　　　　　　ψ

となるから，yがFについて単調減少であること，つまりdy／dF＜0を示せばよい・

　　　　　　　　　　　　　γ一eF－1－F＞0　　　　　　　　（82）
　　　　　　　　　　　　　　　F（eF－1〉

であるから，

　　　　　　　　　　　皿一一e2F－eF（F2＋2〉＋1＜0　　　　　　（83）
　　　　　　　　　　　dF　　F2（eF－1）2

となる。なぜなら

　　　　　　　　　　　　∫（F）一e2F－eF（F2＋2）＋1　　　　　　　　（84）

とおくと，

　　　　　　　　　　　　F2∫（0）＝0，∫’＝2eF（eF－1－F一一）＞0
　　　　　　　　　　　　2

（85）

となるからである。
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多変数モデルにおける収束の証明　縮小写像の原理は多変数モデルにおいても適用可能であ

る。VPAについては複数年級データを用いて多くのパラメータを同時に推定する手法も多

く開発されているが，収束性についてはほとんど吟味されていない。ここではVPAとは直

接の関係はないが，混合分布における混合比の推定法として有名なHasselblad（1966）法に

ついて，縮小写像の原理を用いて収束を証明してみよう。同様の手順でVPAについての多

変数モデルの収束性も検討できると期待されるからである・

　混合分布を

　　　　　　　　　　　　　　0（％）＝Σ，ρ，＆　　　　　　　　　　　　　　　　（86）

と定義する。ここで各分布は＆（κ）≧0，Σ．＆（κ）＝1であり，混合比ヵ，＞0は

　　　　　　　　　　　　　　　Σ論一1　　　　　　　　　　　　　　　　（87）

である。データとして度数分布∫（x）≧0，Σ．∫（π）＝1が与えられたとき，混合比ρ、を推定

する問題である。Hasselblad法は

　　　　　　　　　　　　借（腸磐沖一卿　　　　　（88）

とする反復法である。Akamine（1998）ではこの式がJacobi法の近似式として導かれること

を示したが，ここではこの式の収束性を直接に示そう。1変数における縮小写像の原理は，

　　　　　　　　　　　しd押H迦“dρ哨くしd力叫　　　　　　（89）
　　　　　　　　　　　　　　　∂ρ

と表すことができる。多変数の場合はベクトルのノルムをΣ日dあ1で定義した場合，

　　　　　　　　　　　Σ、1⑫野w　I＝Σ、1（Σた∂ツf　dカた）副1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂ρた

　　　　　　　　　　　　　　　≦Σ、Σ勘1∂ツ引1⑫21d　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂ρ盈

　　　　　　　　　　　　　　　＝Σ髭（Σゴ1塑1）1⑫21d　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂カ々

　　　　　　　　　　　　　　　≦（maxΣ、1∂y∫1）Σ、I　dρyld　I　　　　　　　　（90）

　　　　　　　　　　　　　　　　　党　　　∂カた

となる。右辺の係数は「行列のノルム」の一種なので1／1と表す（伊理，1981）。Hasselblad

法の（88）式では

　　　　　　　　　　　鑑一一且響＆（’≠た）　　　（91）

　　　　　　　　舞一且忽（讐）一濯（且攣）　　（92）

であるから（上式のΣ婦はた＝1，…，nにおいて、胴を除いた総和を意味する），

　　　　　　1∫1一撃Σ1藷1－2憾（兄攣）≦五＜・　　（93）

のとき収東する。これは分布8，と8たとの重複が小さいときであると解釈できる。
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まとめ

1）VPAにおける永井の近似式はψ（F＋114）≒ψ（F）ψ（M）と書き直すことができ，ψ（F＋／14）≒

ψ（F）eM〆2となるPopeの近似式よりも精度が高く，対称性を保っている。永井の近似式を

用いた場合は漁期の中央よりも少し前に集中漁獲するモデルと解釈できる。

2）漁期を限定した漁獲モデルにおけるHiramatsuの式は，通常の漁獲方程式において漁期

　を限定し，Ψ（君〃F）≒（e”一1）／！14という近似を行った式と一致する。Ψの近似式としての

精度では，高い方から永井，Pope，Hiramatsuの順である。

3）石岡・岸田の反復法は収束が速く，しかも安定している。これは∂野∂F≒0となって

いるからである。この後退法は大雑把な評価によれば，M＜4のとき収束する。
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