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漁投資料からみた資源の変動
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l立じめに

197'1年からば！；J'lt'iiii kJIムlllJ漁業協川市｜｜介（.＇.）りiktiする

i,((1 ）じれに Jって深海法制漁業がIJij立のされた。この討（＼：；／＇.

L主持JJJ0J(こはベパラガ；二た F31-(f,ithodesα巴quis/Ji洞rz）、

人；の・V:、l泌が11；じる。 i,((lJVj・I広大の余Jui，がなくなって終μ
したと .！） えられるのがカ二刈象のJ;&!j介で、ある。ノド似て、

i;Ji,((lJ立資料4三角I（析することにより， γヵ、リゴ→ビ士、11決の

li(;X\1Ji,((l －~が｜文l lのどのl引析にあるのか， ｛；： ,:fitlliするこ

と合 11的とした。

ヅベバラガニ （F'a；γalornis悦 ultis/1ina）’＇Yのヲフパナf

二二利のカ v 芦（（会；！；J象としてJ'¥i>！たされたが，＇！ '1119'18'15

JJ か~） ＂（ カヘ了ゴビ （NejJhrojJsjafJo抗icus） も対ぐ~（ Eな勺、

その後カニ.fa(資；ilJ；（の減少によって徐々にアカーリコビlこ

'i' 心が杉ってきた。ごの11¥Jに，抗日J誌の見l；から 1JLjへの折、

人一，似IIJ 9る；合的JIヨグ〕変化＇！J＼；： ともないながら， JJl.{1

uuば 100%γカザコど対象でJ県立されていゐ。しか

し， ：！； 二 w と I•朴ふにアカザ1 ビ去すlj；（トーもむ，；~ノタ作：j[[l山0ゾメ

fl. :I守 ~（（二〆次長えは，／！＇ざれとどい。

ザエし、；Jqr伐M封11v:1111アカザエと科にiι4し，太

て1よ ~Jt Jilj1から iijl1J謀iまていの水深200 400 Illの

うj-.{JJする止いわれていみ（久保， 1960）が， q

態についてはイ~Iり！な店、が多いの

下れらはこのdれたのIJijij{11i' I 後から， t：：，，故}jlfiii~ ,J,',J 1f:' 

,ijr',jft)iJijによる i,((¥J佐ょ山総訓fr:'Y安’ノだ}j(gして， 土、I~己 ＇{Ci！取の

ff il!;z 1 I . !i.~ <ll II''. JI( Iょっとめてきた。；•ccx•lclr,：似たのごれ；kで

のx+;11:¥I土iヌ11Iニ十史.r¥;i'J<jにノJ、したように巧去らjLるじつ

まり， J:!A~ fJiJ ~Mt:，努ゾJ あたり漁絞：1u土）J，；£少し，この

)J，；£ノ＇.！；－ が必然（101ニ漁場のIJJJ:Iこが，（Ff、I;'¥, ム｜｜、；）（J'.j（こ勿）j

あたり況はぢ： l1U土判つ｝Jllするカてjljぴ）J,;Jiノレし， さらに漁l;&!jj）よ

1983{! 5 } J 2~5 11 ・・J:Jlj！神；J<.,;K!MNo83 74 

キ tfiJJ;¥1iJIプ；；；＇¥II

機業 IHJ

間 I ~·i;;kl1J 漁業のれ）i\'11

作 iJ~ I土， イ正予11でIJ,i6ii,iiliしな、い。
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Jト；止；に＇；'i.;:1／；ち，有益な桧ll批判を mいた f'tilJ;i~Jl究部 ri'

込山部長，資料幣：flJ！＿に御尽力Jl'iいた二干千平Uflj;jもに感謝

の，＼｝：、を2えする。また， 4:報ではそのホiiW：をJIJいていない

が， ffの1:,¥)Lのlil'i1秀づか船長はじめ来高II.只弁｛立には漁

獲試験にあたり多大の御協力をmいた。派く感謝する。

資料と方法

資料iこはぷJHHJ漁業協同組合、の奇心泌；；）（ぬ伝染をltlい，

アカザエヒ対象のJ>!A業笠数と漁然M；を＇.JJ ip.も7：てf針Iし

た。＊＇汁した JUJlllJは1978.:i'ド5JJから1982ilご9JJまでで

ある Q

資本｜の解析にはD巴Lury(1947）の方法をmいた。こ

れは次の式て刀、される。

C(t）二k(N(o) K(t)) 

ここで， C(t）：第 t抗告知jの努力あたり漁獲；j{:

k : ~1(\3隻）j~］キ1

N(o）：十JJJVJft泌主；

K(t）：第（t 1) i:¥lUUJまでの以fi'l!f.¥t1主主；：

つまり， DeLury の J:ii:l~ は， f:tilJ;i は漁獲によってのみ減

少し，川｜入・迎散がない閉鎖資協！である，と1N定しう

る資淑において~＆JIJ されるものであるが，法制漁業が

l:Xl 1にノがしたような絞i0Iをたどってきたことを考えjI. 

ば， i:((1);Jbf(If引を一定と考えるようなWJll¥Jをi没定し，

そのJUJllUiこついて DeLuryの刀法を迎mすることは 11J

能ていある， とニ与えた。漁獲努力としては篭の数をmい

るべきであるが，三千奇心の佼m篭数が不lljjであるため，

ここではii!!:操業隻数を！むいた。漁場j立i較は， 1/50,000

の泌氏地Jl~lヌi を Ji] いてノ1（深200- 300mのlilJの；llif立を百i

il!IJしてよkめた。

結 果

1978°!'-5月から1982年 9月までのアカザエビ対象の

延操業隻数と漁獲；止をlヌ12にノ］、した。漁獲±ilは， 1978年

x 103kg 

" 5 

5 } J～ 8 }Jが以＇｝］If( 8 JJに4.8 tでi比大）， 8 JJ～ 12}] 

が減少， 12J J～ 1973年3月がJV:JJll, 3 JJ～ 1980年 l}J

が減少 (1JJに0.7 tで11刻、）で， 1 } J以降は1982年 7

JJまで明J111Mi1111にあったが， 8JJには減少した。延掠

カニ対象の1＊業とのi刻述もあって，漁獲：ほ

の変動とはやや呉なる動向をノJ、していたが， 1980年 l

}J以降は漁終訟の変動とほとんど同じ治力II傾向をyがし

ていた。 1980{!:1 JJ J;j、降カニ ~fi対象の採業はほとんど

行われておらず，この延J呆主隻数は？主制漁業全体の動

[irJを九、していると与えられる。

iヌI3に界!fi＇［漁獲：)t:(K(t））と努力あたり漁獲f1::(cpue) 

のi対係をぶした。 cpueのj没大イrl:U土19784'・ 8 JJの69kg

／隻であった。K(t）と巴pueの関係を，変動の1tl'ilrrJが大

きくわかる11;¥',1.＼，つまり減少していた cpueが大きく

WIJJllするところを）JIt¥1＼にして考えると，［:;ZJ111に人＇.（＊ぷで

／］~したような 5 つのJ>()iljに iえ分される G これを i時 JUJ で

みると次のようになる。

第 1JU] 19781'！ミ 8)]~ 1979年2JJ

u~ 21切 1979'.i'F-3 } l～ 19SO"F 1 } J 

U'l3JUJ 1980年 2JJ～ 19Slij二3JJ 

第4JYJ 1981年4月～1982if2月

第 5JYJ 1982年 3月以降

これらの11;¥]UJ区分のうち，特に第 1, 2 JUJは漁獲ifI・ 

ii!!:操業隻数の変動の尚一期とよく づ久していた。これら

手十時期に DeLuryの）j法を適用することによって以下

の rr1:k~iU行がえられた。

~'l 1 JUJ C(t)=73.2136-l.6645×10 3・K(t)
( r = 0.8790) 

4 一 iJ~v＂ペ；7：薪λJ u,o、0-0/

占〆o'c/ j一＼＿.I＼＿！＼、／＼

内
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国 2 アカザエビ漁獲最（黒丸）と操業隻数（ Iヨ丸）
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K (t) 
10 104k量

図3 K(t）とC(t）の関係

第2tUJ C(t)=91. 3211 1. 3377×10 3・K(t)

( r = 0.9567) 

第 3！総本Illおなし

第4JUJ C(t）二77.5403 0.6741×10 3・K(t)

( rユ一一 0.8372) 

第 5JUJ c ( t）ニ71.8335…0.5302×10 3・K(t)

( r二一0.6073)

お~ 3 Jj:JJを除いて， これらの各lli¥'Wlが漁場1ilifl'tがほぼ－

jむと仮定しうる期限であったと考えて各Iii＼＇郊の初版資

iJJ;(f誌をiii扮すると

第 1JUJ 44.0 t，第 2!UJ 68. 3 t 

第4JUJ 115.0 t, ~Ai 5 WJ 135. 5 t 

という結＊がえられる。長井漁協所属船は，域ヶ1:biiiJ

脚ltiJ辺から大磯i毎脚周辺までを漁場としており，第 5

.Jl:JHこはその全体で操業が行われていた。したがって，

第 5JUJは漁場は故大阪に拡大されていたと考えられた

ので，この第 5WJの初期資源量として計算された135.5t

という値は，城ゥ If，＼海！肉lから大機海））Jj］に去る海域の操

業開始直）jljの全体の資減量とひとしいと考えられた。

現在までに長井漁協所属f,Jfiは95.7 tのアカザエビを漁

獲している。すなわち，初期資源量の70.6%を漁獲し

てしまった持点で、あり， IZJ1との関連で考えるならば

カニ対象の場合と［ii］様，漁場折、大の余地は存tlせず，

cpue は増加しなし、段階であると考けえられる。

このii1jo域には多くの行1J仰がある（I立：14）。／flj)J均l周辺ご

とに漁場かずfイ1：すると考えられるので，各漁場におけ

るアカザヱどの生KJ，＇＇／と皮には差がないとニ考えて，各漁

場における初期資源討を計trした（表 1）。さらに，大

表 1 各iiり.l:i＆ごとの十JJJUJ資ii店長；

if1j: J:.点（＼（＼」必1l1ifi'[(ha）初JIJJ資i)Jj(+J::(t)

主主ゥ i.){lij附i附ill 948 36.9 

三；出：Jii!j )]Jj] h'iJ !ll 347 13.5 

日［Jill以内周辺 688 26.8 

バL城主j:J同I）司辺 414 16.1 

i試合計υjt[I周辺 432 16.8 

il：のi~ if!j:)JJ:[I ),'i] )2」 389 15. 1 

キ！片surr～大機泌附l;R 264 10.3 

)d業以綴I｝忍辺 531 20. 7 

二万一泊匂 244 9.5 
!ii川～岩 647 25.2 

百I 4, 904 190. 9 

Ji｝見j向)JkjlJ社辺より 111J1irnからJ'i総Ill］：岩までを，いlじJiiiが

適用しうると考えて：＜＼HtしJ,lk;i！寸ることにより， fl！脱

；；う全件、で190.9 t と a1~：された。

考察
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間4 村｜似i；ヴの均的！とアカザエヒ、の11.xu~1 （欄郎分）

DeLury <J〕）Ji）；、を政llJ十ることによって，アカーrt

どの資ilJ;()i ：ヵ、 irl－ ~1 され， _iJ，＼－什までどの干＇r'JJt i,(1り立与れた

か，か、ユjとめよJ れた。ごの主，＇；~：なみると，アカザJてどよft

iJJ;(I 土 iたして ）~ きかっ丈＇. cはいえす， i的jをの）JI；がたい

へん ~rt（くれ JIjした， ということになる。このことは仙

のな制対象資源についてい1iJ械で， WU二終j之、したカニ

員長のJ長約漁猿；；（ーはイノ〈ラ 1f二二モドキで171.6t,J.ゾイ

ノfラで93.3 t iこず （；.在、い。これらはう究泌i誌が大きくな

いうえに、 Pi1ll1VJも存去し、と芯われる。尖！祭，アカザ

エどのノtll/J教はお〔（111ヰ～ f11<'；／のオ、 ダいである。この

ような＇tf1似合科！りするJk)介， いftUこしても強力な資

源1i'iJ!j！の））策が必'i¥:：であるが， MSY<J) J'J！，治安J,l僚と

してノ・l<J；（：的中IJHJをはかる JJ1i1JU;iJUJlf\Hこ；集 •11!1<;1こポIJJH

L，休前！UUJli¥Jをはりて資似の［；；Ji反をまち1ti.f!JHHる）j

[l1j，の日つヵ、－Y;）.られよう 0 .LJL:!)( （／〕アカザエビ資））！弘、て、

Ii，同iji.＇／＇ したようにl況に70%強を漁殺してし j、ったII,)

／，（、てあるから，これから rJIJf'I·のん f(1J~ とること J土イJ i1f 

能であり，必然fドJIこ後.rr~＇とんざゐ伝えない。 J｝／』ヂI ま

で、の生LI見からでは， どの／（（＼l;);'jにどのくらい伐有すれぬが

あるのか， 'ffil』！の［nJ11[のよ心1（！しはどうなのか，はiリjら

かではない。しかし，これまでの不才i• らの l係機試験の

給与·~ （これについては次報以後で論議していく）から

みると，漁殺されたアカサ、工上の体長にはれif(1'Jにみ

てもか（（＼:l:J}j/JIJlごみても、1~灼イ1Uに九＼がなく，似）fi,f なノj 、 ll;'J1[:;

などの現象はみとめられていない。このことがアカザ

ゴどの人今季ぎによる伐み分けそ〉］、l唆するものであると

jれば，漁場へのlJll人齢J!JJ,力！｜人ll!jJ!}J, Iぷj又等J土イミll)j

であるものの，今後に）Jll人がJ!JJねされる資泌が千j：めす

ることになり， fJ'iJ;j([11J ｛友~ノ与えるには iりj るい村料であ

為。いずれにしても，ノパ去の訓1HiJl'5tとして必吹イJ11f 

欠て、、あるのは，アカサ、コ二どの成長，）Jll入，！！門広告：）：（／）

'l•.!J&JJJI,象；こもと〆Jいた fl:iJ;;lの［11[f反逆＇.¥f＼＇.公休会 j日；）＇，＇.：する

ことで、あま〉。これによって，次にアカサ＇＇:r.どの」（（＼jをが

i引みになったII与に， 会長~J な •ti: ii;~（ 11~：· Jlj! ) j y在の江主主ーが11Jlm

iニ会るであろう。このためiこんFれらがJJL-ft検，［Jしてい

る ｝Ji）；、は，；；~／，（（＼［；｛会：没Ii；してその •I 1 ・c;,L JUHiせな品1J1正%＇.

1iうことにより，漁j{l'JI )J をはどんどうけない；［J\f／.~で

のぞ:filJ；（；止の変i助（子t·， ~--k.WI力II 示即！仰するわけどが）をみ

ていこう止するもので、ある。この村＇＊と， i:((\J:~j として

品Ill々 とながら継続－9－ると Y；えられるif1j域に，fjt記する~－－~

J!(＼ばにおける，yliJ作品，＇；！.＋；；を比較することによってIt！［仰す＇l

れを ll~tl［：で、きるであろうと考える。

7立； 献

］）巴1λ1ry,D.お(194'7)・Onthe estimation of biological 

populations. BiomれtriesVol. 3, No. 4, 115-167. 

久｛川Jli!十'JJ( 1960) : J;;( fli,動物大！ヌll'l:iIV. (I/Id fll他共

/,) 98圃 _;k;j( -11：ドキ宮古
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