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漁獲量変動要因の重み付き最小二乗法による解析手法

品川汐夫＊・渡邊俊輝

Analysis of the Catch Variate Factors using the Weighted Least Squares Method 

SekioSH応AGAWAand'lbshiteru WATANABE 

The coastal fishery production in Hagi city has greatly decreased from 55 billion yen to 30 billion 

yen in these 16 years. As the species number in the catch of Hagi city measures up to far over 70, a 

handy method is required to clarify the cause of this decrease. In this paper, a new approach is 

proposed for practical use to solve this problem using the weighted least squares method with some 

applications to the data accumulated in Hagi city since 2002 . 

Key Words : Annual catch variation ; Weighted least squares method ; Coastal fishery production 

萩市における近年の沿岸漁業生産の落ち込みは著しく，

山口県漁業協同組合（以下，山口県漁協）はぎ統括支店

中10支店 (2005年市町村合併後のi耳裔と須佐を除く）

の合計は， 2002年度の 55.4億円から 2017年度の 30.1 

億円へと 16年間で25億円以上減少し過去最低となった。

一方5年ごとに行われる漁業センサスによると，同じ 10

支店の漁業経営体数は 2003年の 663から 2013年の 478

へと，これも大きく減少しているから，この原因解明に

は対象魚種の現存量（または来遊量）と経営体数の変化

の効果を切り分ける必要がある。その際，漁獲量と経営

体数の関係は単純比例とは限らないから，漁獲量を経営

体当たりに換算しても問題は解決しない。この関係は魚

種と漁業種類ごとに異なると考えられるが，萩市で識別

されている魚種名は 74種に及ぶ多様さが特徴である。し

たがって，漁獲量と経営体数の統計データからこれを簡

便に行う手法が必要である。ここでは，経営体当たり漁

獲量の経年変化を経営体数の変化と年数経過に関わる部

分に分解する重み付き最小二乗法による重回帰分析を使

った手法を試み，萩市水産課の収集した漁獲統計データ

に適用して重要な知見を得t~

材料と方法

材料

萩市水産課では，萩市内の山口県漁協各支店からの報

告を元に魚種別の漁獲量を集計している。こ⑰魚種は便

＊元下関短期大学教授

宜的なもので生物学上の種名ではなく，複数種を含むも

のもあるが，これを分類単位として用いにこの分類単

位は 2002年度から一部変更され，集計期間も暦年 (1月

~12月）から年度 (4月～翌年 3月）に変更されtc.oそ

こで解析は， 2002~2017年度の 10支店 (j耳裔と須佐を

除く）の年間漁獲量について行った。

重回帰分析による変動要因の解析

漁獲量の変動には分散一定の前提は成り立たないから，

重回帰分析には重み付き最小二乗法 1)の適用が必要であ

る。また，漁獲量データの特性に応じた修正も必要であ

る。そこで，まず重み付き最小二乗法の理論の見直しを

行った。

重み付き最小二乗法の基礎理論

1尤度関数

第i年の経営体当り漁獲量観測値をYi,回帰推定値を

Yi, 標準偏差をa心し，各年の漁獲量変動が独立に正規

分布に従うものとすれば，対数尤度関数 log(L)は，

1 log(L) = -~log(2冗）―-Li log(が）一ー・
1 lyi-Y炉

2 2 2瓦が

ここで， Wi=計とおき， a。打胡蜘の定数 wiは

既知とすれば，

-log(L)=~log(2冗）十 ~log(a託）ー：凶 log(wi) + 
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1 
-L閉 (Yi―y吊
2uo2 

したがって，尤度を最大にする Yiのパラメータは，

S=凶 wi(Yi―yJ2 を最小にすることにより求めら

れる。また，未知の定数 6託の期待値は，後述するよう

に，このときの Sの値から推定される。これがWiを重

みとする重み付き最小二乗法であるが，問題は wiの定

め方である。漁獲量データは，豊漁の時期には変動幅も

大きいから， Wiとして Yiの逆数を用いるのが自然で

ある。しかし，そうすると SはYiのパラメータに関し

て非線形となり，線形手法が適用できない。そこでここ

では，初回のYiを重み無しで求め，前回のYiの逆数を

既知定数wはして，通常の線形手法により新しいYiを

求める計算を， wiの値が収束するまで繰り返し，結果

として回帰式の逆数を重みとする最小二乗解を求める計

算方法を用いた。

2重み付き最小二乗法の線形解

以下では，列ベクトルを小文字の太字，行列を大文字

の太字で表記し，また，行と列の入れ替えをダッシュ（＇）

で表記する。まず，次のように定義する。

目的変数ベクトル： y'= [YvY2, ・ ・ ・,Yn] 

説明変数ベクトル： xi'= [xiiぷ2i, • • ・,xnd 

説明変数行列： A= [xi,x2, ・・・，Xm]
ただし， nはデータ期間年数 mは回帰式中の定数項以

外のパラメータ数 Xijは第 i年の第j説明変数僭遣！

年数と経営体数のべき乗）。

そうすると，線形回）廊丸は次のように表せる。

y=b。1n+Ab

ただし， b。は定数項， b'=[bi,b2, ・・・，加］は回帰

係数ベクトル， 1n'=[ 1,1, • • •, 1]は全成分が 1の

n次元定数ベクトル。また，上に述べた重みwiを対角成

分とする行列をWとし， wiを重み付けしてn年間を平

均した平均ベクトルと平均行列を次のように表記する。

文＇＝［ふふ・・・，品], y'=[y, y, • • • ,y] 

A-「1 …．．．え:']-IT]-[祖，…，品］
ぇ1 … えm ―’

これらの表記を用いると，

S = (y-y)'W(y-y) 

=y'Wy-2(b。1'+b'A')Wy
+ (b。1'+b'A')W(b。1+Ab)

であるから，

{JS 

勅。
=0 より， Sを最小にする b。は，

b。=
- 1n1Wy-1n1W心

1n1 Wln 
=y-ぇ'bとなる。次に，

as 
iJb 
-= -2A'Wy + 2b。A'Wln+ 2A'WAb = 0 の b。に

上の玩を代入してbについて整理すると，

(A'WA-A~:,t;t;:WA)b = A'W(y-::~ ふ／い）

これから， bについての正規方程式

{A'WA-(}: 叩 双'}b= A'W(y -y) を得る。

さらに A'WA= A'WA = A'WA = (}: 町）双',

A'Wy = A'Wy = A'Wy だから，

(A-A)'W(A-A) = A'WA -(}: wi)双＇

(A-A)'W(y-y) = A'W(y-y) 

したがって正規胡蔀丸は，

(A-A)'W(A-A)b = (A-A)'W(y-y) となる。そ

こで，改めて C=A-A , z=y-yと表せば，正

規方程式は C'WCb= C'Wzとなるので，データの平均

に重み付きを用いることのほかは，データの総和が0を

前提とした標準的な重み付き最小二乗法°と完全に一致

する。これから，回帰係数の最尤推定値は，

b = Dz = D(y -y) , 恥=y-ぇ'b

ただし， D= (C'WC)-1C'W 

3誤差分散の推定

ここでは，回帰式は真の関係を表すが，回帰係数には

計算を通じて観測値の誤差が伝播しているものとする。

また，観測値 z=y-yの誤差ベクトルをE,Zの真値

をz0,bの真値をb0,b。の真値をbgとする。

(1) (j記の推定

yの誤差は無視し， yとzの誤差が等しいとすると，

v = y -y = z -z = (In -CD)E ただし， Inはn次

元単位行列。

したがって， S= v'Wv = E'{Wv-D'C'Wv} である

が， C'Wv= C'W(z -z) = C'WCb -C'Wz = 0だか

ら， S= E'W(ln -CD)E = E1W£-E'WCDE 

したがって， Sの期待値〈S〉は，

〈S〉=〈E1WE〉-〈E'WCDE〉

= O(j記―a。2trace(wcow-1)= (j記(n-m)

ただし， 〈e由〉＝竺，〈C叫=0 (i * j), trace(CD) = 
Wi 

trace(DC) = trace(lnJ = m 

を用いた。

これから， 6訊は 6記=S/(n-m)で推定すればよ

いことになるが，基準とする観測条件を制御できない漁

獲量データでは yの誤差の影響も無視できない。それ

は母分散と不偏分散の関係と同様である。したがって，

回帰式のパラメータに定数項が加わった分だけ自由度が
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減じることから， 6記の推定値をa託=S/(n-m-1)

とすればよい。

(2)回帰係数ベクトルの分散行列

b -b0 = D(z -z0) = D£ だから， bの分散行列の

期待値は，

D〈££'〉D'=(C'wcr1C'W〈££'〉WC(C'WC)-1

ここで， 6話の推定値に上に述べた自由度 n-m-1

の値を用いれば，〈££'〉=a訊w-1だから，回帰係数b
の分散行列はa訊(C'WC)-1となる。

(3)定数項の誤差分散

玩ー bg= (y —昨）一 (y- 文'bo) =―え'(b-b0) 

だから，定数項の誤差分散は，

ぇ'(b-b0)(b -b0)'え=a。2ぇ'(C'WC)-1x

(4)回帰推定値の誤差分散行列

(z -z0)(z -z0)'= c(i> -b0)(b -b0)'C'だから，

回帰推定値の誤差分散行列は， 6記C(C'WC)-1C'

4重みの補正

重み付き最小二乗法は，各観測値の回帰式からのずれ

の重みを観測値の誤差分散の逆数として，回帰推定値へ

の誤差の影響を減じる方法である。ところが観測値の回

帰式からのずれには，観測値に含まれる誤差と，その誤

差が計算を通じて回帰係数に伝播して生じる誤差が含ま

れる。そこでここでは，それぞれの誤差分散の和の逆数

を合成重みとする。その際，それぞれの誤差分散の計算

には互いに他妍直が必要となるが，先に述べたように，

重みなしから初めて合成重みが収束するまで計算を繰り

返すことで目的の解を得る。

5 AICの計算

最尤法は，想定モデルの確率密度に従う事象の平均的

生じ難さ（確率密度の逆数の対数の期待値）と真の確率

密度に従う事象の平均的生じ難さの差（カルバック・ラ

ィブラー情報量）を最小にする方法である。これは真の

確率密度が分からなければ計算できないが，大標本につ

いては， AICの値がこの情報量の 2倍に漸近的に一致す

ることが示されており，回帰モデルの選択に用いられる。

上に述べた最尤法における AICの計算式は，

AIC = -2 x最人対数尤度+2xパラメータ数

= nlog(2加。2)-I log(wa + n + m + 3 

一方，回帰式が無意味な場合の AICをAICOとすると，

Yi =y, が=a,託=S/(n-1), wi=l だから，

AICO = nlog(2冗6記） +n+3 

AICとAICOを比較すれば回帰モデルの有意性を判断で

きる。

6対数正規分布の適用

鶏の漁獲鰤—夕では偶然とも思える多獲の年があ

り，逆に少ない年でも負になることはないから，その変

動が正規分布に従わないことが多い。このようなデータ

を正規分布に近づけるために，ここでは経営体当たり漁

獲量に 1を加算後対数変換した値を用いて線形重回帰分

析を行い，その結果を逆変換して回帰推定値を求める方

法を適用した）この対数変換をした場合としない場合そ

れぞれについて，重み付けをした場合としない場合の 4

通りの計算を行い，できるだけAICが低い結果を採用す

る。ただし，対数変換した場合にはAICの計算に次の修

正が必要である。

元データ yを z(y)= log(Y + 1)で対数変換したと

き， zの確串密度がp(z)であるとすると， yの確率密

dz 
度は p(z(y))-= p(z(y)) x -

1 

dy y+l 
となるから，観測値

Yiの対数尤度は Ziの対数尤度ーLilog(yi + 1)とな

る。したがって，変数の対数変換を用いて得られたYiに

ついての回J衛式のAICは，

ziの線形計算による Alc+2凶 log(yi+ 1)となる。

7経営体当たり漁獲量の回帰式とその意味

解析の目的は，漁獲量の変化を対象魚種の現存量によ

る変化と経営体数による変化に分けることである。ただ

し現存量とは，萩市の沿岸漁業が年度を通じて漁獲の対

象にできる魚群総量で，回遊魚の場合は年度を通じて漁

場海域に来遊する魚群総量である。

そこでここでは，経営体当たりの漁獲量 yが，経営体

数xの関数f(x)と経過年数tの関数g(t)の和で表され

る回帰式を考える。

b 
y(x, t) = f(x) + g(t) , f(x) =ax+-+ c , 

X 

g(t) = dt3 + et2 + ft 

この回帰式は曲面 y(x,t)と曲線x(t)で定まる空間

曲線である。ただし，各多項式のどの項を採用するかは，

AICが最小となる組み合わせで定める。

漁獲量と経営体数の関係は一般に直線的ではなく，あ

る区間内では二次関数で近似できると考える。これを経

営体当たりで表せば f(x)となる。

f(x)の変化率が負の場合，g(t)が一定の条件下で経

営体数が増加すると経営体当たり漁獲量は減少するから，

経営体当たり漁獲量の増加を図る上では経営体数は過剰
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である。逆に正の場合，経営体数と経営体当たり漁獲量

はともに増加できるから，経営体数は過少であり，極大

の場合は最適，極小の場合は不適といえる。このように，

f(x)は漁獲量と経営体数について重要な情報を与える。

経営体当たり漁獲量は現存量と漁獲率（合計漁獲量の

現存量に対する割合）および経営｛科改によって決まる。

漁獲率が経営体数で決まるとすれば， g(t)の変化は現

存量の変化による。同様に f(x)の変化は経営体数の変

化によるが，それは単純ではない。経営｛胡攻も経過年数

の関数なので，年数経過によって要因の連鎖を生じ，現

存量の変化が経営体数の変化に影響することも考えられ

る。しかしそれはこの解析の後で解明される問題である

から，この解析ではf(x)とg(t)を経営体当たり漁獲

量変化の要因と考え，それぞれを経営体数項および現存

量項と呼ぶ。

結果

萩市が集計する 74種の上位 3種あ口貝ほ部分がマ

アジ），ケンサキイカ，あまだし頓伏部分がアカアマダ

イ）は全漁獲金額の 31%を占める。そこでこれら⑰魚種

について上述の解析方法を適用した結果を以下に述べる。

この解析の中で用いる各年度の経営体数は，農水省漁

業センサスの 2003, 2008, 2013年度の報告から， 2002

~2014年度は各区間の直線式で推定し， 2015年度以降は

直線式で推定した場合と不変と推定した場合の 2通りの

計算を行い，それぞれCasel, Case2としにまた，各

Caseについて経営体当たり漁獲量を対数変換して用い

た場合と対数変換せずに用いた場合の計算を，重み付き

と重み無しの方法で計算し，それぞれの中でAICが最小

となる変数の組み合わせを求めた。なお，この計算には

マイクロソフト社の ExcelVBAで作成したプログラムを

用いた (http://,vww. hagi-fish. c⑳ /Index.htm, 2018年

12月公開）。

あじ類

あじ類はほとんどが大島支店で漁獲されているので大

島支店のデータを解析した。その漁獲金額は2008年度に

最大となり 8億円を超えたが， 2012年度以降は4億円を

下回っている（図 1)。漁業種類は大型;J哩淀置網，刺網

中;J哲罪き網そび也の釣漁業と考えられ，その合計経

営体数は 2002~2008年度の間に半減し，その後は変わっ

ていない（図 2)。したがって解析はCaselだけである。

重回帰分析の結果の AIC値を表 1に示す。表中，無関係

は関数関係がない場合の AIC値を示す。結果はすべてが

有意であったが， AIC値が最小なのは無変換・重み付き

であった。表 2左には，各計算結果の要点として

f(x)の経年変化， g(t)の経年変化， f(x)の変化に対する

経営体数の関係を示した。これから各計算結果に相違は

ないのでAICが最小の結果を採用した。選択された説明

変数は経営体数と経過年嬰文およびその 2乗で，重相関係

数は 0.845であった。この結果を図 3に示す。経営体当

たりと合計漁獲量の回帰式（左図，中左因）は実現値の

変動をよく再現している。この変動を経営体数項と現存

量項に分解すると（中右図），経営体数項は2008年度ま

で直線的に増加後は一定となり，現存量項は2014年度ま

で二次関数的に減少し， 2015年度以降は増加傾向になっ

ている。これから，経営体当たり漁獲量が 2008年度頃ま

で増加したのは，経営体数項の増加が現存量項の減少を

上回ったためで，その後の減少は経営体数項が変化せず

現存量項の減少が顕在化したためといえる。経営体数項

と経営体数の関係（右図）は負で，現状の経営体数は，

漁獲量の増加を図る上では過剰といえるかも知れない。

この解析結果の信頼性をみるために， 2002~2017年度

（以下， 2017年度）と 2002~2016年度（以下， 2016年

度）の結果の要点を表 2に示す。表中， 5%水準で有意で

ないAIC値は0内に示した。これから， 2017年度と 2016

年度の結果の要点は全て一致しているが， 2016年度の結

果は有意でない。一方， 2017年度の結果はすべて有意で

あるから，新年度のデータの追加によって統計的な信頼

度が高くなったといえる。
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図2 大島支店合計の大型,J哩淀置網，東i!W1],中tJ哩！まき網，
そ噂の釣漁菊径営体数。

表1 あじ類の各計算結果で最小のAIC値3

Casel 

＊＊＊＊ 無図堡 直五i:t~ 直五無し
無変換 350.9 336.6 337. 1 

亙塾蕊逸 349.9 337. 8 337.4 
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図 3 あ口穎の解析結果（位sel)。左：実線は経営体当たり漁獲量の回帰式，点線は標準偏差を示す。中左：実線は合計漁獲量の

回帰式，点線は標準偏差を示す。中右：実線は経営体数項，点紡囮現存量項を示す。右：経営体数項僑胴］）と経営体数（横抽）

の関係℃ ● は実現値

表2 あ口頴の2002~2017年度佐）と 2002~2016年度（右）の計算結果の比較）左端の数値は関数関係がない場合のAIC値， 0 
は5%水準で統計的に有意でないことを示す。

Case I 重み AIC 経営体数項現存品項 経営体数 Case! 重み AIC 経常体数項現存址項 経営体数

無変換重み付き 336. 6 増加 減少 過剰 無変換重み付き (316. 6) 増加 減少 過剰

350. 9 重み無し 337 I 増加 減少 過剰 330 I 重み無し (317. 5) 増加 減少 過剰

対数変重み付き 337 8 増加 減少 過剰 対数変重み付き (317 3) 増加 減少 過剰

換349.9重み無し 337 4 増加 減少 過剰 換3301重み無し (317. 5) 増加 減少 過剰

ケンサキイカ

ケンサキイカは主に大井浦と宇津支店を除く 8支店で

漁獲され，漁獲金額は最大時には5億円を超えたが，近

年は 2億円近くに減少している（図 4)。この 8支店合計

の沿岸いか釣漁業の経営体数は 2002~2014年度の間に

ほぼ 1/3程度まで減少している（図 5)。

圧
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゜大井湊大井浦越ヶ浜小畑 浜崎玉江浦三見 大島 見島 字津
支店別年度

図4 ケンサキイカの漁協支店別漁獲金額 (2002~2017年度）
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図5 大井浦と宇津支店を除く 8支店合計の沿岸いか釣漁業

経営体数左： Oisel, 右： Oise4, 

重回）昂分析の結果各計算結果のAIC値を表3に示す。

表から， Caselではすべての計算結果が有意でないが，

Case2ではすべてが有意で，有意とされた中では解析結

果に相違がない（表4左）。そこでAIC値が最小の無変換・

表3 ケンサキイカの各計算結果で最小のAIC値つ

重み無しの結果を採用しt¼ 選択された変数は経過年数

の 3乗だけで，経営体数の項は選択されなかった。重相

関係数は 0.553でやや低い。これは，総漁獲量とともに

経営体数の減少も大きいため，回帰変動の誤差変動に対

する割合が低いことによる。この計算結果を図 6に示す。

これから，経営体当たり漁獲量は2008年度以降に次第

に減少が大きくなったが，合計漁獲量の変化に比べると

大きくはなく，合計漁獲量の減少には経営体数減少の影

響が大きいことが分かる（左図，中左図）。この変動を経

営体数項と現存量項に分解すると，経営体数項に変化は

なく，現存量項が 2008年度以降に減少している（中右図）。

したがって， 2007年度頃までの合計漁獲量の減少は主に

経営体数の減少により， 2008年度以降の減少はこれに現

存量の減少が加わったものといえる。経営体数項と経営

体数の関係はないので，経営体数が増えれば合計漁獲量

も増える可能性がある。

2002~2017年度と 2002~2016年度の解析結果の要点

を表 4に示す。ただし， Caselの結果は有意でないので

Case2の結果だけを示した。これから， 2017年度と 2016

年度の結果の要点は異なるが， 2016年度の結果はすべて

有意ではないので， 2017年度の結果の方が信頼できる。

Caselの結果が有意でないのは経営体数の変化が直線

的なことによるもので，今後のデータの追加によって有

意となる可能性がある。これについては考察で述べる。

Case! Case2 

**** 鉦l!i!I低 誼み位主 頂五鉦！、 鉦［込H函 重み位さ 訊五無しと
無変換 239. 0 (240 1) (239 9) 241 2 237 7 237 5 
紅数変挽 21Q 3 (211 Jl (238~l 211~ 2J6 I 23Z 8 
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囮 6 ケンサキイカの解析結果 (Case2)。左：実線は経営体当たり漁獲量の回帰式，点線は標準偏差を示す。中左 ：実線は合計漁
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軸）の関係。● は実現値。

表4 ケンサキイカの2002~2017年度（左）と 2002~2016年度（右）の計算結果の比較。左端の数値は関数関係がない場合のAIC

値，（）は5%水準で統計的に有意でないことを示す。

Case2 重み AIC 径営体数項現存最項経営体数

無変換重み付き 237. 7 不変 減少 無関係

241. 2 重み無し 237.5 不変 減少 無関係........................................................................................................ 一・・・・・・

対数変重み付き 238. 1 不変 減少 無関係

換241.9重み無し 237.8 不変 減少 無関係

あまだい類

あまだい類は主に大井湊越ヶ浜，小畑，玉江浦，見

島支店で漁獲され，漁獲金額は 3億円を超える（図 7)。
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-

゜大井湊大井浦越ヶ浜小畑

因7
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浜崎玉江浦三見

支店

あまだし啜顆の漁協支吉別漁獲金額 (2002~2017年度）。

大島 見島 宇津

主な漁業種類は4邁漿豆ドき網とはえ縄漁業と考えられ

る。この 5支店合計の経営体数は2002~2008年の間に半

減し， 2009年以降も減少が続いている（図8)。

Case2 重み ATC 経営体数項現存最項経営体数

無変換重み付き (223. 6) 減少 不変 過少

225.2 重み無し (223.7) 減少 不変 過少
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
対数変重み付き (224. 4) 減少 不変 過少

換226.2重み無し (224.6) 減少 不変 過少

i:~ ロir~
'02'03'04'OS~6'07 ℃ 8'09'10'11'12'13'14'15'16'17'02'03'C><'OS'06℃ 1·o• •09•10·11·12•13·, ●'15'16'17 

年度

囮8 大井湊越ヶ浜小畑，玉江浦，見島支店合計の小型

底びき網は滋縄漁業経営体数左 ：Casel, 右： Case2。

重回帰分析の結果AIC値は表5のようになり ，各Case

ともに対数変換 ・重みなしの場合が最小かつ有意であっ

た。また， Caselについては各場合の計算結果に相違が

なかったが， Case2では無変換と対数変換との間に相違

がみられた（表6左）。しかし，無変換の AIC値は明らか

に高いので，ここではいずれも AIC値が最小の結果を採

用した。選択された説明変数は， Caselでは経営体数と

その逆数および経過年数 Case2では経営体数の逆数と

経過年数及びその 2乗で，重相関係数はそれぞれ0.845

と0.787であった。

図9から，回）術式はいずれも実現値の変動をよく再現

している。この変動を分解すると（中右図），経営体数項

は2002年度以降に増加する一方，現存量項は減少してい

る。これから，2002~2006年度の間の漁獲量の減少は現

存量項の減少が経営体数項の増加を上回ったたためで，

2007年度以降の増加は経営体数項の増加が現存量項の

減少を上回ったためといえる。したがって近年の漁獲量

の増加は現存量の増加ではなく，経営体当り漁獲率の増

加による可能性がある。その結果，どちらのCaseでも経

営体数と経営体数項の関係は負であり，経営体数は漁獲

量増加を図る上では過剰といえるかも知れない。

2017年度と 2016年度の結果の要点を比較すると（表6)'

2016年度の有意でないCase2の無変換・重み付きの結果

が異なるだけである。したがって 2017年度の追加データ

により統計的信頼度が高くなったといえる。

表5 あまだ＂領の各計算結果で最小の AIC値3

Case I Case2 
重み付き 重み無し 無関係 瓜み付き

(241. 9) (244. 7) 252. 3 243. 3 

236. 2 235. 7 249. 6 (241. 0) 

＊＊＊＊ 

無変換

対数変換

無関係

256. 2 

252. 6 

重み無し

245. 8 

240. 8 
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図 9 あまだい類靖靭i結果。左：実線は経営体当たり漁獲量の回帰式，点線は標準偏差を示す。中左：実線は総漁獲量⑰回帰

式，点線は標準偏差を示す。中右：実線は経営体数項，点線は現存量項を示す。右：経営体数項催債H)と経営体数（横軸）の

関係上段はC-asel, 下段はC-ase2,いずれも経営体数項と現存量項は対数値を示す。 ●は実現値3

表6 あまだ＼頓の 2002~2017年度（左）と 2002~2016年度（右）の計算結果の比罠左端の数値は関数関係がない場合のAIC

値 0は5%水準で統託的に有意でないことを示す。

Case! 重み AIC 経営体数項現存拭項 経営体数 Casel 重み AIC 経営体数項現存量項 経営体数

無変換重み付き (240. 1) 増加 減少 過剰 無変換重み付き (223. 2) 増加 減少 過剰

256.2 重み無し (239. 9) 増加 減少 過剰 240. 3 重み無し 225 2 増加 減少 過剰

対数変重み付き 241. 3 増加 減少 過剰 対数変重み付き (218. 5) 増加 減少 過剰

換252.6重み無し 238. 9 増加 減少 過剰 換236.2重み無し 218 4 増加 減少 過剰

Case2 重み AIC 経営体数項現存最項 経営体数 Case2 重み AIC 経営体数項現存散項 経営体数

無変換重み付き 243 3 
減少→増加 不変 過剰 無変換重み付き (227. 8) 増加→一定減少→一定 過剰

→一定
252. 3 重み無し 245. 8 不変 増加 撫関係

237. 3 重み無し 229. 8 不変 増加 無関係

対数変重み付き (241 O) 増加→一定減少→一定 過Jll 対数変重み付き (226. 1) 増加→一定減少→一定 過剰

換249.6重み無し 240. 8 増加→一定減少→一定 過剰 換234.3重み無し (226. 2) 増加→一定減少→一定 過剰

水産庁の水産資源評価との比較

水産庁は毎年我が国周辺水域における主要な水産資源

の資源評価を行い，結果を公表している。上の解析結果

との比較のため，これに用いられている対馬暖流系群マ

アジ， 日本海 ・東シナ海系群ケンサキイカ， 日本海南西

～九小i'I西岸海域あまだい類の公表データから上の解析結

果と重なる年度の値を図 10に示す。ただしマアジとケン

サキイカは海区別漁獲調査と各種の資源生物学的調査，

さらにマアジではコホート解析も加えて推定された資源

量または現存量，あまだい類は山口県福岡県佐賀県

長崎県熊本県合計の漁獲量を示す。これらの変動傾向

を示すため，図中にはこの年度区間でAICが最小の線形

多項回帰式（マアジとあまだい類は 2次式，ケンサキイ

力は有意な関係無し）を示しに資源評価によれば，マ

アジの水準は中位で直近 5年間の動向は増加， ケンサキ

イカは低位で横ばい，あまだい類は低位で増加 とされて

いる。上に述べたあじ類の解析結果の現存量項の変動は

この評価とほぼ一致するといってよい（図 10左）。ケン

サキイカの推定現存量（図 10中）には傾向変化がみられ

ないが，合計漁獲量では 2~3割減少しており ，この期間

の漁獲量の減少は主に経営体数の減少によるとする上述

の解析結果と一致する。あまだい類の評価も解析結果の

あまだい類のCase2の現存量項の変化とほぼ一致してお

り，総じて解析結果と水産庁の資源評価に矛盾はない。
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図 10 水産庁の資源評価による 3魚種の資源または現存最の推定値または漁獲量の経年変化とその回帰式。●は資源評価に

用いられている値，実線は回帰式，点線は標準偏差を示す。左：マアジ資源量推定値。中：ケンサキイカ現存量推定値。右：

あまだし頓5県合計の漁獲量。

考察

1 回帰式の前提条件の現実性

重回帰分析の目的変数を経営体当たり漁獲量としたの

は，経営体数と経過年数の連成項を避けるためである。

また，独立した二つの関数の和としたのは線形手法を用

いるためである。その結果得られた回帰式から経営体

数と経営体数項の関係や現存量の変化について重要な情

報の得られることを示しt::.o

しかしこの回）記りま経営体数項と経営体数の関係が

年度によって変わらないことを前提としている。この前

提が成り立つ根拠は必ずしも明らかではないが，多く

の解析例で重相関係数が 0.7~0.9以上の統計的に有意

な回帰式が得られ， 誤差を含む全変動の 50~80%がこの

回帰式で説明できることが示されたこ とは，この前提が

現実的であることを示す。このように経営体当たり漁獲

量の変動が現存量項と経営体数項の 2要因でよく説明で

きることは，経営体当たり漁獲量が資源量（現存量）指数

とはならないことを意味する。なぜなら，経営体当たり

漁獲量の経年変化率が現存量の変化率と一致するのは経

営体当たりの漁獲率が一定の場合で，その場合この解析

では経営体数項は一定になるはずだからである。ケンサ

キイカの解析例がそれにあたるが，多くの解析例では経

営体数項と現存量項はともに変動する。零細業者が多く

現存量に限りある沿岸漁業では現存量と経営体数は相互

に影響し，それに伴って経営体当たり漁獲率も変化する

と考えるのが自然である。したがって沿岸漁業の資源評

価では，漁獲量の変化を現存量と経営体数の変化に分け

る解析は欠かせない。

2 合計経営体数を用いる問題点

多くの魚種は複数の漁業種類によって漁獲されてい

る。漁業種類によって漁獲効率は大きく異なるから，異

なる漁業種類の経営体数を単純に合計することに問題が

あることは明白である。しかし，異なる種類のデータで

も，単純な合計によってある種の傾向が出現し， その傾

向を解析することで重要な清報を抽出できることもあるC

それに意味があるかどうかは結果から判断すればよい。

将来は漁獲効率を考慮した合計の方法も考える必要があ

る。

3 AICによるモデルの選択と解の安定性

ここでは，誤差分布の 4つの仮定それぞれについて，

f(x)と g(t)に含まれる変数のすべての組み合わせで

AICが最小となる回帰式を選択した。しかしそれは新年

度の追加データによって変わることがある。次にその理

由を考える。

線形回帰分析は，変数の各項目を軸とする多次元空間

内で，データの点群に次数が 1低い超平面を当てはめる

方法である。このとき，特定の 2変数の関係が直線に近

くなる と平面が定まらず，僅かなデータの変動によって

結果が大きく変わる（共線性）。実際，萩市の沿岸いか釣

漁業の経営体数の推移は直線に近い。

共線性による解の不安定性は，回帰係数の推定値とそ

の推定標準偏差の比 (t値）の絶対値が小さいことでわ

かるから， AIC値が低くてもその回帰式は選択すべきで

はない。 AIC値では偶然の可能性は否定できないからで

ある。回帰式の選択は，まず回帰係数と分散比の検定結
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果から，全ての検定結果が有意な式を選択し，その中で 文献

AIC値が低い式を選択すればよい。この場合も値の差に

基準はないから，全ての場合の解析結果を吟味して，多 1) 中川 徹・小柳義夫 (1982): 最小二乗法による実験

少のAIC値の差があっても解析結果の相違に重要な意味 データ解析．東京大学出版会，東京， pp.55-93. 

があれば，その結果も除外すべきではない。また，共線

性の影響の表れ方はデータによって様々であるから，経

営体数の変化が直線的な場合，前年度の結果との比較等

回帰式の選択は慎重に行う必要がある。

4繰り返し計算法の収束判定と収束しない場合の処理

繰り返し計算による重み付き最小二乗法を用いる場合，

各回帰係数と重みは繰り返しの度に変化する。そこでプ

ログラム内では収束判定の条件として，すべての回帰係

数と重みの相対変化が 1が以下となるように設定した。

したがってこれらの有効桁数は約 7桁である。この場合，

回帰式と実現値の重み付き平均値が偶然一致する場合や，

繰り返しの途中で回帰式が 0に近くなる場合，繰り返し

が収束しなくなる。その場合は，計算誤差は除外して観

測誤差だけで計算を行うか，あるいは重み無しの計算に

切り替えて計算を続行する。これまでの解析例では，そ

のような場合の計算結果のAIC値は大きくなるので，最

終結果に影響はない。

萩市の漁業生産額の減少理由を明らかにするために，

利用可能な漁獲データから多くの情報を抽出する帰納的

手法を試みにその結果，魚種別漁獲量の変動を経営体

数に関わる項と現存量（または来遊量）に関わる項に分

解すればより単純な変動で表され，変動要因について多

くの情報が得られることを示しtc.aしかし，現実はもっ

と複雑な可能性がある。たとえば，経営体数の減少理由

が現存量の減少であるかもしれない。ここでは要因間の

連成は考慮できないので，この点は別途検討が必要であ

る。
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